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平成 21 年 10 月 21 日 各 位  
 会 社 名 株式会社エム・ピー・ホールディングス 代表者名 代表取締役社長    佐 藤  直 浩 （コード番号：3734 東証マザーズ） 問合せ先 管理本部長       小 野  泰 輔 03-6893-7770（代表）      （（（（訂正訂正訂正訂正）「）「）「）「平成平成平成平成 21212121 年年年年 7777 月期決算短信月期決算短信月期決算短信月期決算短信」」」」にににに関関関関するするするする一部訂正一部訂正一部訂正一部訂正（（（（詳細詳細詳細詳細））））のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ     当社は、平成 21 年 9 月 14 日付で公表いたしました「平成 21 年 7 月期決算短信」の記載内容に一部訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 なお、訂正箇所には下線を付しております。  記 1.経営成績 （7ページ） （4）事業等のリスク 【訂正前】 以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業展開上のリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行う必要があります。また、以下の記載は本株式への投資に関連する全てのリスクを網羅するものではありません。  (事業展開について) ① 経済状況について 当社グループは、国内外においてサービスを展開しておりますが、各地域の政治、経済、法律、文化、慣習、競合会社、社会情勢の変化や各種規制の動向が、各地の需要や当社グループのサービス提供体制に影響を与え、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 また、一般的に IT 関連サービスの価格は低下傾向にあり、当社グループを取り巻く IT 市場環境においても将来的に低価格化または無料化となる可能性があることから、現在の当社グループのビジネスモデルでは、収益が圧迫される可能性があります。当社グループとしては、付加価値サービスを追加していくことで、対処できると考えておりますが、付加価値サービスが展開できない場合、
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当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 ② 競合について 当社グループが展開している IT インフラ事業及びブロードバンドサービス事業の競合状況については、お客様やお取引先のニーズに即した商品やサービスを提案・提供し、かつ保守サービスを行うことで安定的な案件の受注が可能であるため、現状においては、他社と比較して優位性があると認識しておりますが、今後新規参入企業が出現した場合、競争優位を維持できないリスクがあり、この事業の業績に影響を与える可能性があります。 ③ 投融資等について 当社グループは、「企業価値（株主価値）の向上」を図っております。その実現のために買収、子会社設立、合併事業、設備投資等を国内外問わず展開してまいりました。現在、当社は、主要な連結子会社６社に出資しており、うち３社が海外企業であります。当社グループは、投融資案件に対して、リスク及びリターンを厳密に事前に評価し実行する予定ですが、投融資先の事業の状況が当社グループの業績に与える影響を確実に予想することは困難であります。また、買収スキームの煩雑化及び買収交渉の長期化により買収コスト（監査報酬や弁護士費用等）が増大し、投融資を回収できず、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 ④ 為替リスクについて 当社グループの連結売上高に占める海外売上高の比率は、当連結会計年度において 58.4％であります。当社は、海外子会社における外貨表示（米ドル、中国元）の財務諸表を当社グループの報告通貨である日本円に換算しております。そのため、外国為替の変動は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ⑤ 自然災害によるリスク 当社グループが提供している「委託設置」モデルでのブロードバンドサービスに係るシステムは、常時ホテル内に設置しておりますので、不慮の自然災害等に対する防衛対策を施しておりますが、想定した以上の大規模な自然災害によって甚大な被害を受ける可能性があります。長期間にわたり業務を中断するような場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 ⑥ 重要な訴訟等について 当社グループは国内外において ITサービスを展開しており、将来、重要な訴訟等が提起された場合には、裁判制度等の違いにより当社グループ側の主張・予測と相違する結果となるリスクがあります。当社グループに不利益な判断がなされた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。    （後略）  【訂正後】 以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業展開上のリスク要因に該当し
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ない事項についても、投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行う必要があります。また、以下の記載は本株式への投資に関連する全てのリスクを網羅するものではありません。  (事業展開について) ① 経済状況について 当社グループは、国内外においてサービスを展開しておりますが、各地域の政治、経済、法律、文化、慣習、競合会社、社会情勢の変化や各種規制の動向が、各地の需要や当社グループのサービス提供体制に影響を与え、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 また、一般的に IT 関連サービスの価格は低下傾向にあり、当社グループを取り巻く IT 市場環境においても将来的に低価格化または無料化となる可能性があることから、現在の当社グループのビジネスモデルでは、収益が圧迫される可能性があります。当社グループとしては、付加価値サービスを追加していくことで、対処できると考えておりますが、付加価値サービスが展開できない場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 ② 競合について 当社グループが展開している IT インフラ事業及びブロードバンドサービス事業の競合状況については、お客様やお取引先のニーズに即した商品やサービスを提案・提供し、かつ保守サービスを行うことで安定的な案件の受注が可能であるため、現状においては、他社と比較して優位性があると認識しておりますが、今後新規参入企業が出現した場合、競争優位を維持できないリスクがあり、この事業の業績に影響を与える可能性があります。 ③ 投融資等について 当社グループは、「企業価値（株主価値）の向上」を図っております。その実現のために買収、子会社設立、合併事業、設備投資等を国内外問わず展開してまいりました。現在、当社は、主要な連結子会社６社に出資しており、うち３社が海外企業であります。当社グループは、投融資案件に対して、リスク及びリターンを厳密に事前に評価し実行する予定ですが、投融資先の事業の状況が当社グループの業績に与える影響を確実に予想することは困難であります。また、買収スキームの煩雑化及び買収交渉の長期化により買収コスト（監査報酬や弁護士費用等）が増大し、投融資を回収できず、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 ④ 為替リスクについて 当社グループの連結売上高に占める海外売上高の比率は、当連結会計年度において 58.4％であります。当社は、海外子会社における外貨表示（米ドル、中国元）の財務諸表を当社グループの報告通貨である日本円に換算しております。そのため、外国為替の変動は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ⑤ 自然災害によるリスク 当社グループが提供している「委託設置」モデルでのブロードバンドサービスに係るシステムは、
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常時ホテル内に設置しておりますので、不慮の自然災害等に対する防衛対策を施しておりますが、想定した以上の大規模な自然災害によって甚大な被害を受ける可能性があります。長期間にわたり業務を中断するような場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 ⑥ 重要な訴訟等について 当社グループは国内外において ITサービスを展開しており、将来、重要な訴訟等が提起された場合には、裁判制度等の違いにより当社グループ側の主張・予測と相違する結果となるリスクがあります。当社グループに不利益な判断がなされた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 ⑦継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは、前連結会計年度において 989百万円、当連結会計年度において 611百万円の営業損失を計上し、また前連結会計年度において 898 百万円、当連結会計年度において 624百万円の営業キャッシュ・フローのマイナスも計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。  しかしながら、財務面においては当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高が2,575 百万円あり、自己資本比率も 90.1％と高い水準にあります。また、収益面においては 1.不採算事業子会社の整理ならびに組織再編成による子会社の経営管理コストの削減 2.経費削減 3.事業拡大などの施策により、早期黒字化の実現を図ってまいります。 （後略） 
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4.連結財務諸表 （15ページ） （2）【連結損益計算書】 【訂正前】     前連結会計年度 (自 平成 19 年８月１日  至 平成 20 年７月 31 日) 当連結会計年度 (自 平成 20 年８月１日  至 平成 21 年７月 31 日) （前略）   特別損失    固定資産除却損 ― 46,758  投資有価証券評価損 ― 222,232  関係会社株式売却損 ― 44,802  のれん償却額 1,391,973 136,843  前期損益修正損 20,484 ―  貸倒引当金繰入額 368,595 314,329  その他 ― 79,855  特別損失合計 1,781,053 844,821 （後略）    【訂正後】     前連結会計年度 (自 平成 19 年８月１日  至 平成 20 年７月 31 日) 当連結会計年度 (自 平成 20 年８月１日  至 平成 21 年７月 31 日) （前略）   特別損失    固定資産除却損 ― 46,758  投資有価証券評価損 ― 222,232  関係会社株式売却損 ― 44,802  のれん償却額 1,391,973 138,240  前期損益修正損 20,484 ―  貸倒引当金繰入額 368,595 314,329  その他 ― 78,458  特別損失合計 1,781,053 844,821 （後略）     
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（21ページ） （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 19 年８月１日  至 平成 20 年７月 31 日) 当連結会計年度 (自 平成 20 年８月１日  至 平成 21 年７月 31 日) （前略）   財務活動によるキャッシュ・フロー   短期借入金の純増減額（△は減少） △1,802,237 △500,000  長期借入れによる収入 35,721 ―  長期借入金の返済による支出 △664,048 ―  ファイナンス・リース債務の返済による支出 △297 920  少数株主からの払込みによる収入 262 ―  株式の発行による収入 100 ―  少数株主への配当金の支払額 ― ―  その他 ― ― 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,430,499 △526,034 （後略）    【訂正後】    前連結会計年度 (自 平成 19 年８月１日  至 平成 20 年７月 31 日) 当連結会計年度 (自 平成 20 年８月１日  至 平成 21 年７月 31 日) （前略）   財務活動によるキャッシュ・フロー   短期借入金の純増減額（△は減少） △1,802,237 △500,000  長期借入れによる収入 35,721 ―  長期借入金の返済による支出 △664,048 ―  ファイナンス・リース債務の返済による支出 △297 △3,629  少数株主からの払込みによる収入 262 ―  株式の発行による収入 100 ―  少数株主への配当金の支払額 ― ―  その他 ― 4,549 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,430,499 △526,034 （後略）    
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（23ページ）(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】) 【訂正前】 項目 前連結会計年度 (自 平成19年8月 1日 至 平成20年7月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年8月 1日 至 平成21年7月31日) １ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 12社 連結子会社の数 7社  主な連結子会社の名称 ・Guest-Tek Interactive  Entertainment Ltd. ・Logiclink, Inc. ・Shanghai University Yoshiba  Information Technology Co., Ltd. ・株式会社 MPT BB ・MPT International Assets Ltd.  
主な連結子会社の名称 ・（株）エム・ピー・テクノロジーズ ・（株）エム・ピーBB ・Logiclink, Inc. ・Shanghai University Yoshiba  Information Technology Co., Ltd. ・株式会社 MPT BB ・MPT International Assets Ltd.    ―  (中略) (中略) ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次の通りであります。  会社名   決算日   Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. ３月31日 ※ Logiclink, Inc. 12月31日 ※ Shanghai University Yoshiba Information Technology Co., Ltd. 12月31日 ※ MagiNet Private Ltd. 12月31日 ※ ※平成20年6月30日に仮決算を行い連結しております。連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。  

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次の通りであります。  会社名   決算日   Logiclink, Inc. 12月31日 ※ Shanghai University Yoshiba Information Technology Co., Ltd. 12月31日 ※ MPT International Assets Ltd. 12月31日 ※  ― ―  ※平成21年6月30日に仮決算を行い連結しております。連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。  (中略) (中略) 
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 項目 前連結会計年度 (自 平成19年8月 1日 至 平成20年7月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年8月 1日 至 平成21年7月31日) ４ 会計処理基準に関する事項  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法         ②たな卸資産 a.商品 移動平均法による原価法 ただし、在外連結子会社については主に移動平均法による低価法を採用しております。  b.仕掛品 個別法による原価法 c.貯蔵品 最終仕入原価法 
②たな卸資産 a.商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益の低下に基づく簿価切下げの方法） ただし、在外連結子会社については主に個別法を採用しております。 b.仕掛品 同左 c.貯蔵品 同左 （会計方針の変更）  当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変更しております。  これにより、売上総利益が42,630千円減少し、営業損失が42,630千円、経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ45,152千円増加しております。  セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。  (中略) (中略) 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、投資効果の発現すると見積もられる期間で償却しております。また、在外連結子会社で発生したのれんについては、所在地の会計基準に従い、償却を行わず年一回及び公正価値が帳簿価額を下回る恐れを示す事象が発生した都度、減損の有無を判定している他、投資効果の発現すると見積もられる期間で償却を行う処理を採用しております。 
  同左 

 (後略) (後略)  
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【訂正後】 項目 前連結会計年度 (自 平成19年8月 1日 至 平成20年7月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年8月 1日 至 平成21年7月31日) １ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 12社 連結子会社の数 7社  主な連結子会社の名称 ・Guest-Tek Interactive  Entertainment Ltd. ・Logiclink, Inc. ・Shanghai University Yoshiba  Information Technology Co., Ltd. ・株式会社 MPT BB ・MPT International Assets Ltd. 
主な連結子会社の名称 ・（株）エム・ピー・テクノロジーズ ・（株）エム・ピーBB ・Logiclink, Inc. ・Shanghai University Yoshiba  Information Technology Co., Ltd. ・株式会社 MPT BB ・MPT International Assets Ltd. ・株式会社ジャパトラ   (中略) (中略) ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次の通りであります。  会社名   決算日   Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. ３月31日 ※ Logiclink, Inc. 12月31日 ※ Shanghai University Yoshiba Information Technology Co., Ltd. 12月31日 ※ MPT International Assets Ltd. 12月31日 ※ ※平成20年6月30日に仮決算を行い連結しております。連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次の通りであります。  会社名   決算日   Logiclink, Inc. 12月31日 ※ Shanghai University Yoshiba Information Technology Co., Ltd. 12月31日 ※ MPT International Assets Ltd. 12月31日 ※ 株式会社ジャパトラ 3月31日 ※ ※平成21年6月30日に仮決算を行い連結しております。連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。  (中略) (中略) 
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 項目 前連結会計年度 (自 平成19年8月 1日 至 平成20年7月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年8月 1日 至 平成21年7月31日) ４ 会計処理基準に関する事項  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法         ②たな卸資産 a.商品 移動平均法による原価法 ただし、在外連結子会社については主に移動平均法による低価法を採用しております。  b.仕掛品 個別法による原価法   c.貯蔵品 最終仕入原価法 
②たな卸資産 a.商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益の低下に基づく簿価切下げの方法） ただし、在外連結子会社については主に個別法を採用しております。 b.仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） c.貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） （会計方針の変更）  当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変更しております。  これにより、売上総利益が42,630千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ42,630千円増加しております。  セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。  (中略) (中略) 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、投資効果の発現すると見積もられる期間で償却しております。また、在外連結子会社で発生したのれんについては、所在地の会計基準に従い、償却を行わず年一回及び公正価値が帳簿価額を下回る恐れを示す事象が発生した都度、減損の有無を判定している他、投資効果の発現すると見積もられる期間で償却を行う処理を採用しております。 
のれんの償却については、投資効果の発現すると見積もられる期間で償却しております。 

 (後略) (後略)     
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（27ページ）(7)【連結財務諸表作成のための重要な事項の変更】 【会計処理の変更】 【訂正前】 前連結会計年度 (自 平成19年8月 1日 至 平成20年7月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年8月 1日 至 平成21年7月31日)  ― （リース取引に関する会計基準）  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年7月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響はありません。   【訂正後】 前連結会計年度 (自 平成19年8月 1日 至 平成20年7月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年8月 1日 至 平成21年7月31日)  ― （リース取引に関する会計基準）  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年7月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。    
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( 34ページ) (8)【連結財務諸表に関する注記事項】 (セグメント情報) １ 事業の種類別セグメント情報 【訂正前】  当連結会計年度（自 平成 20 年 8 月 1 日 至 平成 21 年 7 月 31 日）  ITインフラ 事業 ブロードバンド事業 トラベル 事業 計 消去又は 全社 連結  （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） Ⅰ 売上高及び営業損益       売上高       (1)外部顧客に対する売上高 1,082,198 3,256,460 969,472 5,308,132 ― 5,308,132 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 52,420 2,711 1,686 56,818 (56,818) ― 計 1,134,619 3,259,172 971,158 5,364,950 (56,818) 5,308,132 営業費用 1,099,732 3,455,462 1,112,533 5,667,727 252,327 5,920,055 営 業 利 益 又 は 損 失（△） 34,886 △196,289 △141,374 △302,777 △309,145 △611,923        Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出       資産 642,103 434,836 261,444 1,338,384 2,061,830 3,400,215 減価償却費 844 198,143 2,171 201,159   23,722 224,881 資本的支出 308 222,848 7,475 230,633 15,203 245,836 （注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 ITインフラ 事業・・・ シンクライアントソリューションなどの情報セキュリティ事業、企業システム基盤構築などのインフラソリューション事業。 ブロードバンド 事業・・・・  トリプルプレイサービス（HSIA、VOD、VoIP）。ビジネスセンターサービス。 トラベル 事業・・・  旅行企画販売、MICE企画販売、出版広告事業 3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は 307,067 千円であり、その主なものは、当社の経営管理部門に係る費用であります。 4. 営業費用に含まれているのれん償却費は、ブロードバンド事業に 241,816 千円であります。 5． 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 2,093,167 千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等に係る資産であります。 6. 会計方針の変更   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7 月 5 日公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失がブロードバンド事業で 42,630千円増加しております。        (後略) 
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【訂正後】  当連結会計年度（自 平成 20 年 8 月 1 日 至 平成 21 年 7 月 31 日）  ITインフラ 事業 ブロードバンド事業 トラベル 事業 計 消去又は 全社 連結  （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） Ⅰ 売上高及び営業損益       売上高       (1)外部顧客に対する売上高 1,082,198 3,256,460 969,472 5,308,132 ― 5,308,132 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 52,420 2,711 1,686 56,818 (56,818) ― 計 1,134,619 3,259,172 971,158 5,364,950 (56,818) 5,308,132 営業費用 1,099,732 3,455,462 1,112,533 5,667,727 252,327 5,920,055 営 業 利 益 又 は 損 失（△） 34,886 △196,289 △141,374 △302,777 △309,145 △611,923        Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出       資産 642,103 434,836 261,444 1,338,384 2,061,830 3,400,215 減価償却費 844 198,143 2,171 201,159   23,722 224,881 資本的支出 308 222,848 7,475 230,633 15,203 245,836 （注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 ITインフラ 事業・・・ シンクライアントソリューションなどの情報セキュリティ事業、企業システム基盤構築などのインフラソリューション事業。 ブロードバンド 事業・・・・  トリプルプレイサービス（HSIA、VOD、VoIP）。ビジネスセンターサービス。 トラベル 事業・・・  旅行企画販売、MICE企画販売、出版広告事業 3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は 307,067 千円であり、その主なものは、当社の経営管理部門に係る費用であります。 4. 営業費用に含まれているのれん償却費は、ブロードバンド事業に 103,575 千円であります。 5． 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 2,093,167 千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等に係る資産であります。 6. 会計方針の変更   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7 月 5 日公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失がブロードバンド事業で 42,630千円増加しております。        (後略)  
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(36ページ) ２ 所在地別セグメント情報 【訂正前】 当連結会計年度（自 平成 20 年 8 月 1 日 至 平成 21 年 7 月 31 日）  アジア 北米 計 消去又は全社 連結  （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） Ⅰ 売上高及び営業損益      売上高      (1)外部顧客に対する売上高 2,233,421 3,074,710 5,308,132 ― 5,308,132 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― 計 2,233,421 3,074,710 5,308,132 ― 5,308,132 営業費用 2,421,932 3,191,055 5,612,987 307,067 5,920,055 営業損失 188,510 116,344 304,855 307,067 611,923 Ⅱ 資産 1,249,907 125,040 1,374,947 2,025,267 3,400,215 （注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 2．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 アジア ・・・ 日本、中華人民共和国、香港 北米 ・・・ アメリカ、カナダ 3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は307,067千円であり、その主なものは当社の経営管理部門に係る費用であります。 4．営業費用に含まれているのれん償却費は、アジアに 1,719 千円、北米に 240,096 千円含まれております。 5．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 2,093,167 千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等であります。 6. 会計方針の変更   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7 月 5 日公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失がアジアで 42,630 千円増加しております。 
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【訂正後】 当連結会計年度（自 平成 20 年 8 月 1 日 至 平成 21 年 7 月 31 日）  アジア 北米 計 消去又は全社 連結  （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） Ⅰ 売上高及び営業損益      売上高      (1)外部顧客に対する売上高 2,233,421 3,074,710 5,308,132 ― 5,308,132 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― 計 2,233,421 3,074,710 5,308,132 ― 5,308,132 営業費用 2,421,932 3,191,055 5,612,987 307,067 5,920,055 営業損失 188,510 116,344 304,855 307,067 611,923 Ⅱ 資産 1,249,907 125,040 1,374,947 2,025,267 3,400,215 （注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 2．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 アジア ・・・ 日本、中華人民共和国、香港 北米 ・・・ アメリカ、カナダ 3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は307,067千円であり、その主なものは当社の経営管理部門に係る費用であります。 4．営業費用に含まれているのれん償却費は、アジアに 322 千円、北米に 103,253 千円含まれております。 5．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 2,093,167 千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等であります。 6. 会計方針の変更   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7 月 5 日公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失がアジアで 42,630 千円増加しております。  
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(40ページ) (関連当事者情報) 【訂正前】 当連結会計年度（自 平成 20 年 8 月 1 日 至 平成 21 年 7 月 31 日） （追加情報） 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 11 号 平成 18年 10 月 17 日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 13 号 平成 18 年 10 月 17 日）を適用しております。 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及び主要株主が開示対象に追加されております。  １ 関連当事者との取引  (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 (ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人に限る)等 属性 会社等の名称 又は氏名 議決権等 の所有 (被所有)割合 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 (千円) 科目 期末残高 (千円) 個人経費の立替 （※４） 5,245 未収入金 26,875 公正証書による和解金の請求 （※３） 342,988 未収入金 336,988土地及び建物、有価証券の担保受取 50,000 ― ―役員及び個人主要株主等 吉本万寿夫 (被所有) 直接6.22％ 代表取 締役会長 未払役員退職金債務消滅 37,380 ― ―重 要 な子会社の役員 Arnon Levy (被所有) 直接0.00％ Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. CEO 株式の売却 127,305 ― ―重 要 な子会社の役員 Amy Hsiao (被所有) 直接0.00％ Logiclink,Inc. COO 資金の貸付 ― 投資その他の資産 26,945重 要 な子会社 の 役員の近親者が 支配する会社 Logic Solutions,Inc. (被所有) 直接0.00％ ― 業務委託費用 22,606 買掛金 1,651（注）1.取引金額に消費税等は含まれておりません。  2.吉本氏は平成 21 年 2 月 6 日付けで辞任いたしましたので、上記金額は当連結会計年度における取引金額となっております。  3.吉本氏に対する未収入金には、286,988 千円貸倒引当金を計上しております。  4.吉本氏に対する未収入金には、全額貸倒引当金を計上しております。  5.取引条件及び取引条件の決定方針等    市場金利等を勘案し決定しております。   
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 (イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 
（注）1.取引金額に消費税等は含まれておりません。  2.Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.については、平成 21 年 4 月 9 日付で、保有株式の一部の売却が完了し、当社の子会社に該当しなくなったため、当連結会計年度における取引金額を記載しております。  3.取引条件及び取引条件の決定方針等    市場金利等を勘案し決定しております。  

関係内容 属性 会社等 の名称 議決権等 の所有 (被所有)割合 役員の 兼任等 事業上 の関係 取引の内容 取引金額 (千円) 科目 期末残高 (千円) 資金の貸付 ― 流動資産「その他」 132,300 関連会社 （※２） Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. （所有） 直接14.90％ 兼任 1名 ブロードバンド事業における北米市場の開拓 利息の受取 12,797 流動資産「その他」 4,477 
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【訂正後】 当連結会計年度（自 平成 20 年 8 月 1 日 至 平成 21 年 7 月 31 日） （追加情報） 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 11 号 平成 18 年 10 月 17 日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 13 号 平成 18 年 10 月 17日）を適用しております。 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者が開示対象に追加されております。  １ 関連当事者との取引  (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 (ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人に限る)等 

（注）1.取引金額に消費税等は含まれておりません。  2.吉本氏は平成 21 年 2 月 6 日付けで辞任いたしましたが、継続して個人主要株主であるため、上記金額は当連結会計年度における取引金額となっております。  3.吉本氏に対する未収入金には、313,864 千円貸倒引当金を計上しております。また、当連結会計年度において 313,864 千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。  4.取引条件及び取引条件の決定方針等    吉本氏との取引については、当事者間の交渉によって決定しております。  Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.の CEO の Arnon 氏との株式の売却については、市場価格等に基づき交渉の上、決定しております。  Logiclink,Inc.の COO の Amy氏との資金の貸付については、市場金利等を基準として個別に決定し

種類 会社等の 名称 又は氏名 所在地 資本金 又は 出資金 事業の内容又は 職業 議決権等 の所有 (被所有) 割合 関連 当事者 との 関係 取引の 内容 取引金額 (千円) 科目 期末残高 (千円) 個人経費の 立替 （※３） 5,245 未収入金 26,875 和解金の請求 （※３） 342,988 未収入金 336,988 土地及び建物、有価証券の担保受取 50,000 ― ― 役員及び個人主要株主等 吉本 万寿夫 ― ― ― (被所有) 直接6.22％ ― 未払役員退職金債務消滅 37,380 ― ― 重 要 な子 会 社の役員 Arnon Levy ― ― Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.CEO (被所有) 直接0.00％ ― 株式の 売却 127,305 ― ― 重 要 な子 会 社の役員 Amy Hsiao ― ― Logiclink, Inc.COO (被所有) 直接0.00％ ― 資金の 貸付 ― 投資その 他の資産 26,945 重 要 な子 会 社の 役 員の 近 親者 が 支配 す る会社 Logic  Solutions, Inc ― ― ― (被所有) 直接0.00％ ― 業務委託費用 22,606 買掛金 1,651 
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た利率を適用しております。 Logic Solutions,Inc との取引については、一般取引と同様、市場価格等に基づき交渉の上、決定しております。   (イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 種類 会社等の 名称 又は氏名 所在地 資本金 又は 出資金 事業の内容又は 職業 議決権等 の所有 (被所有)割合 関連 当事者 との関係 取引の 内容 取引金額 (千円) 科目 期末残高 (千円) 資金の貸付 ― 流動資産「その他」 132,300 関連 会社 (※２） Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. カナダ アルバーター州 53,779 千カナダドル ホテル向け高速インターネットサービス等の提供 （所有） 直接14.90％ ・役員の兼任 ・資金の貸付 ・ブロードバンド事業における北米市場の開拓 利息の受取 12,797 流動資産「その他」 4,477 （注）1.取引金額に消費税等は含まれておりません。  2.Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.については、平成 21 年 4 月 9 日付で、保有株式の一部の売却が完了し、当社の子会社に該当しなくなったため、連結子会社であった期間（平成 20 年 7 月 1日から平成 21 年 3 月 31 日）までの取引金額及び平成 21 年 3 月 31 日時点での残高を記載しております。  3.取引条件及び取引条件の決定方針等    市場金利等を勘案し決定しております。 
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(42ページ) (税効果会計関係) 【訂正前】 前連結会計年度 ( 平成20年7月31日 ) 当連結会計年度 ( 平成21年7月31日 ) １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳 (繰延税金資産)  海外子会社における繰延税金  資産 ※１ 20,489千円 未払事業税 108千円 減価償却超過額 3,563千円 未払役員退職慰労金 15,209千円 退職給付引当金 2,619千円 繰越外国税額控除 7,001千円 繰越欠損金 748,294千円 貸倒引当金 165,325千円 その他有価証券評価差額金 1,916千円 その他 170千円  計 964,700千円 評価性引当額 △944,210千円 繰延税金資産合計 20,489千円 (繰延税金負債)  海外子会社における繰延税金  負債 ※１ △128,446千円 未収還付法人税等 △4,856千円 繰延税金負債合計 △133,302千円 繰延税金資産の純額 △112,813千円 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。   流動資産-繰延税金資産 2,253千円 流動負債-繰延税金負債 4,856千円 固定負債-繰延税金負債 110,209千円 ※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳   (繰延税金資産)  有形固定資産 69,459千円 無形固定資産 58,962千円   投資税額控除等の特別控除 268,619千円 繰越欠損金 334,665千円 新株発行費 1,889千円 研究開発費 126,931千円 その他 2,967千円 計 863,495千円 評価性引当額 △843,006千円    繰延税金資産合計 20,489千円     (繰延税金負債）   有形固定資産 △20,740千円  無形固定資産 △107,705千円 繰延税金負債合計 △128,446千円 繰延税金資産の純額 △107,956千円 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳 (繰延税金資産)  海外子会社における繰延税金  資産 ※１ 3,126千円 減価償却超過額 4,648千円 退職給付引当金 2,619千円 繰越外国税額控除 7,001千円 繰越欠損金 2,376,919千円 貸倒引当金 277,612千円 棚卸資産評価損 16,582千円 長期前払費用 12,817千円 のれん 4,060千円 本社移転費用否認 3,906千円 その他 3,977千円  計 2,713,271千円 評価性引当額 △2,710,145千円 繰延税金資産合計 3,126千円 (繰延税金負債)  海外子会社における繰延税金  負債 ※１ 13,345千円 繰延税金負債合計 13,345千円 繰延税金資産の純額 △10,219千円 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。   流動資産-繰延税金資産 3,126千円 固定負債-繰延税金負債 △13,345千円   ※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳  (繰延税金資産)  貸倒引当金 1,439千円 繰越欠損金 138,530千円 その他 6,025千円 計 145,995千円 評価性引当額 △142,869千円    繰延税金資産合計 3,126千円     (繰延税金負債）   有形固定資産 13,345千円 繰延税金負債合計 13,345千円 繰延税金資産の純額 △10,219千円 
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 前連結会計年度 ( 平成20年7月31日 ) 当連結会計年度 ( 平成21年7月31日 )  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳  (単位：％）法定実効税率 △40.7 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2   受取配当金等の永久に益金に算 入されない項目 △1.3   海外子会社税率差異 11.9 評価性引当額 32.8 のれん償却額 24.2 子会社株式売却益 △29.2   持分法による投資損失 3.8   その他 △0.7 税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.0    

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳  (単位：％）法定実効税率 △40.7 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2   受取配当金等の永久に益金に算入されない項目 2.4   海外子会社税率差異 △1.8   評価性引当額 21.0   のれん償却額 4.6   子会社株式売却損 △5.8   連結会社間取引による内部未実現利益 5.4 会社分割により取得した株式に係る差異 5.9 その他 7.0 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.2    
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【訂正後】 前連結会計年度 ( 平成20年7月31日 ) 当連結会計年度 ( 平成21年7月31日 ) １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳 (繰延税金資産)  海外子会社における繰延税金  資産 ※１ 20,489千円 未払事業税 108千円 減価償却超過額 3,563千円 未払役員退職慰労金 15,209千円 退職給付引当金 2,619千円 繰越外国税額控除 7,001千円 繰越欠損金 748,294千円 貸倒引当金 165,325千円 その他有価証券評価差額金 1,916千円 その他 170千円  計 964,700千円 評価性引当額 △944,210千円 繰延税金資産合計 20,489千円 (繰延税金負債)  海外子会社における繰延税金  負債 ※１ △128,446千円 未収還付法人税等 △4,856千円 繰延税金負債合計 △133,302千円 繰延税金資産の純額 △112,813千円 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。   流動資産-繰延税金資産 2,253千円 流動負債-繰延税金負債 4,856千円 固定負債-繰延税金負債 110,209千円 ※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳   (繰延税金資産)  有形固定資産 69,459千円 無形固定資産 58,962千円   投資税額控除等の特別控除 268,619千円 繰越欠損金 334,665千円 新株発行費 1,889千円 研究開発費 126,931千円 その他 2,967千円 計 863,495千円 評価性引当額 △843,006千円    繰延税金資産合計 20,489千円     (繰延税金負債）   有形固定資産 △20,740千円  無形固定資産 △107,705千円 繰延税金負債合計 △128,446千円 繰延税金資産の純額 △107,956千円 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳 (繰延税金資産)  海外子会社における繰延税金  資産 ※１ 3,126千円 減価償却超過額 4,648千円 退職給付引当金 2,619千円 繰越外国税額控除 7,001千円 繰越欠損金 2,376,919千円 貸倒引当金 277,612千円 棚卸資産評価損 16,582千円 長期前払費用 12,817千円 のれん 4,060千円 本社移転費用否認 3,906千円 その他 3,977千円  計 2,713,271千円 評価性引当額 △2,710,145千円 繰延税金資産合計 3,126千円 (繰延税金負債)  海外子会社における繰延税金  負債 ※１ △13,345千円 繰延税金負債合計 △13,345千円 繰延税金資産の純額 △10,219千円 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。   流動資産-繰延税金資産 3,126千円 固定負債-繰延税金負債 13,345千円   ※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳  (繰延税金資産)  貸倒引当金 1,439千円 繰越欠損金 138,530千円 その他 6,025千円 計 145,995千円 評価性引当額 △142,869千円    繰延税金資産合計 3,126千円     (繰延税金負債）   有形固定資産 △13,345千円 繰延税金負債合計 △13,345千円 繰延税金資産の純額 △10,219千円 
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前連結会計年度 ( 平成20年7月31日 ) 当連結会計年度 ( 平成21年7月31日 )  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳  (単位：％）法定実効税率 △40.7 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2   受取配当金等の永久に益金に算 入されない項目 △1.3   海外子会社税率差異 11.9 評価性引当額 32.8 のれん償却額 24.2 子会社株式売却益 △29.2   持分法による投資損失 3.8   その他 △0.7 税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.0    

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳  (単位：％）法定実効税率 △40.7 海外子会社税率差異 0.9   評価性引当額 30.8   のれん償却額 4.6   子会社株式売却損 △5.8   会社分割により取得した株式に係る差異 5.9 子会社連結除外の影響 2.1 その他 2.4 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.2          
 (44ページ)  (有価証券関係) 【訂正前】 当連結会計年度(平成 21 年 7 月 31 日現在) （前略） 2.時価評価されていない主な有価証券の内容 その他有価証券 内容 連結貸借対照表計上額 (千円)   非上場株式 0 （注）表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 124,733 千円を計上しております。  【訂正後】 当連結会計年度(平成 21 年 7 月 31 日現在) （前略） 2.時価評価されていない主な有価証券の内容 その他有価証券 内容 連結貸借対照表計上額 (千円)   非上場株式 ― （注）表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 124,733千円を計上しております。  なお、減損処理に当たっては、連結会計年度における時価が取得価格に比べ 50％以上下落した場合については全て減損処理を行い、30％～50％下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 
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（52ページ） (ストック・オプション等関係) 【訂正前】 当連結会計年度（自 平成 20 年 8 月 1 日 至 平成 21 年 7 月 31 日） 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 ①ストック・オプションの数 b.子会社   子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 権利確定前(株)      前連結会計年度末 685,000 ― ― 5,833 ― 23,334 付与 失効 権利確定 (注)１ 未確定残 36,332 ― ― ― ― 417 権利確定後(株)       前連結会計年度末 ― 7,257 30,000 699,167 95,000 141,666 権利確定 権利行使 失効 (注)１ 未行使残 7,668 7,257 20,000 545,000 25,000 104,583 【訂正後】 b.子会社   子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 子会社ストック・オプション 権利確定前(株)      前連結会計年度末 685,000 ― ― 5,833 ― 23,334 付与 失効 権利確定 (注)１ 未確定残 36,332 ― ― ― ― 417 権利確定後(株)       前連結会計年度末 ― 7,257 30,000 699,167 95,000 141,666 権利確定 権利行使 失効 (注)１ 未行使残 76,668 7,257 20,000 545,000 25,000 104,583 
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（57ページ）5.【個別財務諸表】  （1）貸借対照表 【訂正前】    前事業年度 (平成 20 年７月 31 日) 当事業年度 (平成 21 年７月 31 日) （前略）    固定資産     有形固定資産      建物 16,295 7,967     減価償却累計額 △4,527 △267     建物（純額） 11,767 7,699    工具、器具及び備品 72,326 30,358     減価償却累計額 △46,833 △19,212     工具、器具及び備品（純額） 25,492 11,146    建設仮勘定 6,626 ―    有形固定資産合計 43,886 18,846 （後略）    【訂正後】    前事業年度 (平成 20 年７月 31 日) 当事業年度 (平成 21 年７月 31 日) （前略）    固定資産     有形固定資産      建物 16,295 7,967     減価償却累計額 △4,527 △267     建物（純額） 11,767 7,699    工具、器具及び備品 72,326 32,299     減価償却累計額 △46,833 △21,152     工具、器具及び備品（純額） 25,492 11,146    建設仮勘定 6,626 ―    有形固定資産合計 43,886 18,846 （後略）   
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(62ページ)【製造原価明細書】 【サービス売上原価明細書】 【訂正前】   前事業年度 (自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 当事業年度 (自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 区分 注記 番号 金額(千円) 構成比 (％) 金額(千円) 構成比 (％) １ 材料費  14,064 19.4 239 0.2 ２ 労務費  ― ― 44,938 38.0 ２ 外注費  11,226 15.5 33,793 28.6 ３ 経費 ※２ 24,974 34.5 28,138 23.8 ４ 他勘定受入高 ※３ 22,137 30.6 11,048 9.4   当期総製造費用  72,402 100.0 118,158 100.0   期首仕掛品棚卸高  624  ―       合 計  73,026  118,158    他勘定振替高 ※４ 1,870  20,283    期末仕掛品棚卸高  ―  ―    期末業務受託仕掛高  180  ―    サービス売上原価  70,976  97,875         
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【訂正後】   前事業年度 (自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 当事業年度 (自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 区分 注記 番号 金額(千円) 構成比 (％) 金額(千円) 構成比 (％) １ 材料費  ― 19.4 239 0.2 ２ 労務費  14,064 ― 44,938 38.0 ２ 外注費  11,226 15.5 33,793 28.6 ３ 経費 ※２ 24,974 34.5 28,138 23.8 ４ 他勘定受入高 ※３ 22,137 30.6 11,048 9.4   当期総製造費用  72,402 100.0 118,158 100.0   期首仕掛品棚卸高  624  ―       合 計  73,026  118,158    他勘定振替高 ※４ 1,870  20,283    期末仕掛品棚卸高  ―  ―    期末業務受託仕掛高  180  ―    サービス売上原価  70,976  97,875         
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（67ページ） (5)【重要な会計方針】 【訂正前】 項目 前事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日) 当事業年度 (自 平成20年 8月 1日 至 平成21年 7月31日)  （前略） （前略） ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 （1）商品  移動平均法による原価法 （2）仕掛品  個別法による原価法 （3）貯蔵品  最終仕入原価法   
（1）商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） （2）仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） （3）原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） （会計方針の変更） 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用しております。 これによる、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響は軽微であります。   （中略） （中略） ４ 繰延資産の処理方法  株式交付費 支出時に全額費用処理しております。  株式交付費 同左  （後略） （後略）   
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【訂正後】 項目 前事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日) 当事業年度 (自 平成20年 8月 1日 至 平成21年 7月31日)  （前略） （前略） ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 （1）商品  移動平均法による原価法 （2）仕掛品  個別法による原価法 （3）貯蔵品  最終仕入原価法   
（1）商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） （2）仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） （3）原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） （会計方針の変更） 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用しております。 これによる、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。   （中略） （中略） ４ 繰延資産の処理方法  株式交付費 支出時に全額費用処理しております。   ―  （後略） （後略）  
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（71ページ）(7)【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20年7月31日） 当事業年度 （平成21年7月31日） （前略） （前略） ２ 偶発債務 債務保証   次の関係会社について、リース会社とのリース契約に対し債務保証を行っております。 保証先 金額     内容 Shanghi University Yoshiba Information Technology Co.,Ltd. 21,769千円  リース 債務   
２ 偶発債務 債務保証   次の関係会社について、リース会社とのリース契約に対し債務保証を行っております。 保証先 金額     内容 Shanghi University Yoshiba Information Technology Co.,Ltd. 20,771千円  リース 債務    【訂正後】 前事業年度 （平成20年7月31日） 当事業年度 （平成21年7月31日） （前略） （前略） ２ 偶発債務 債務保証   次の関係会社について、リース会社とのリース契約に対し債務保証を行っております。 保証先 金額     内容 Shanghi University Yoshiba Information Technology Co.,Ltd. 21,769千円  リース 債務   
２ 偶発債務 債務保証   次の関係会社について、リース会社とのリース契約に対し債務保証を行っております。 保証先 金額     内容 Shanghi University Yoshiba Information Technology Co.,Ltd. 20,171千円  リース 債務     
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（72ページ） (損益計算書関係) 【訂正前】 前事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日) 当事業年度 (自 平成20年 8月 1日 至 平成21年 7月31日) ※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は10%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は90%であります。 主要な費用及び金額は次のとおりであります。 役員報酬 60,020千円給与手当 165,633千円地代家賃 35,780千円減価償却費 7,522千円支払手数料 61,368千円租税公課 3,063千円貸倒引当金繰入額 15,469千円 
※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は11%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は89%であります。 主要な費用及び金額は次のとおりであります。 役員報酬 51,077千円給与手当 124,720千円地代家賃 37,066千円営業活動費 22,162千円支払手数料 67,262千円 （後略） （後略）  【訂正後】 前事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日) 当事業年度 (自 平成20年 8月 1日 至 平成21年 7月31日) ※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は10%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は90%であります。 主要な費用及び金額は次のとおりであります。 役員報酬 60,020千円給与手当 165,633千円地代家賃 35,780千円減価償却費 7,522千円支払手数料 61,368千円租税公課 3,063千円貸倒引当金繰入額 15,469千円 
※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は11%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は89%であります。 主要な費用及び金額は次のとおりであります。 役員報酬 51,077千円給与手当 124,720千円地代家賃 37,066千円営業活動費 22,162千円支払手数料 67,262千円貸倒引当金繰入額 11,227千円 （後略） （後略）  （75ページ） (有価証券関係) 【訂正前】 当事業年度（平成 21 年 7 月 31 日現在） 

1.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 2.その他有価証券で時価のあるもの  取得価額 （千円） 時価 （千円） 差額 （千円） 上場株式 52,018 52,018 ― 合計 52,018 52,018 ― 
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（注） 表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 97,498千円を計上しております。 3.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額  貸借対照表計上額 （千円） 非上場株式 0 合計 0 （注） 表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 124,733 千円を計上しております。  【訂正後】 当事業年度（平成 21 年 7 月 31 日現在） 1.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 2.その他有価証券で時価のあるもの 
 

貸借対照表計上額 （千円） 時価 （千円） 差額 （千円） 上場株式 52,018 52,018 ― 合計 52,018 52,018 ― （注）1. 連結貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。 2. 表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 97,498千円を計上しております。  なお、減損処理に当たっては、事業年度における時価が取得価格に比べ 50％以上下落した場合については全て減損処理を行い、30％～50％下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 3. 従来関係会社株式に区分しておりましたが、当社保有株式の一部を譲渡し連結の範囲から除外したため、その他有価証券に区分変更を行っております。 3.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 
 

貸借対照表計上額 （千円） 非上場株式 ― 合計 ― （注） 表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 124,733 千円を計上しております。  なお、減損処理に当たっては、事業年度における時価が取得価格に比べ 50％以上下落した場合については全て減損処理を行い、30％～50％下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。  


