
 

 

平成 22 年５月 14 日 

各  位  

株 式 会 社 リ ミ ッ ク ス ポ イ ン ト

代 表 取 締 役 社 長   吉 川  登

 （ コ ー ド 番 号 ： 3 8 2 5 ）

問い合わせ先  

電 話 番 号 （ 0 3 ） 6 2 0 6 - 2 2 2 0

 

 

（訂正）「平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の状況」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 22 年４月 30 日付「調査委員会の調査結果中間報告及び過年度決算の訂正につ

いて」を公表いたしましたとおり、具体的な訂正内容が確定いたしましたので別添のとおり訂

正いたします。 

 なお、訂正箇所につきましては、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

しております。 

 

記 

 訂正を行う平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の状況について 

  決算期：平成 20 年３月期第３四半期（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

  公表日：平成 20 年２月 15 日 

 

 



     
（訂正前）１～２ページ 

 
1.平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

（注）当第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期の数値のみを記載しております。 

 

 
  

 
  

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
（注）当社は業績連動型の配当を実施する方針としており、20年３月期（予想）の配当性向は20％を予定しておりま

す。これにより年間配当3,180円としておりますが、業績の変動等により配当金額は変動する可能性がありま

す。 

  

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

 

 
  

平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 545 ─ △248 ─ △261 ─ △278 ─
19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

19年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり 
四半期(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり 

四半期(当期)純利益
円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △34,010 33 ─ ─
19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

19年３月期 ─ ─ ─ ─

(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月期第３四半期 1,284 630 49.1 76,895 88

19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─

19年３月期 ─ ─ ─ ─ ─

(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

20年３月期第３四半期 △429 △243 369 222
19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

19年３月期 ─ ─ ─ ─

１株当たり配当金

(基準日)
第１ 

四半期末
中間期末

第３
四半期末

期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 ─ ─ ─ 2,700 00 2,700 00

20年３月期 ─ ─ ─ ─
3,180 00

20年３月期(予想) ─ ─ ─ 3,180 00

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 1,400 ─ 260 ─ 260 ─ 134 ─ 16,281 90



4. その他 

 
  

  

  

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則の取扱い」別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意

見表明のための手続きを受けております。 

  

5. 個別業績の概要（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 
  

6. 平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想値と異なる場合がありま
す。 

  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

新規 ─ 社（       ─       ） 除外 ─ 社（社名   ─     ）

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準            ：中間連結財務諸表作成基準

(3)  近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：無

(4) 会計監査人の関与                  ：有

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 519 △13.1 △249 ─ △261 ─ △278 ─
19年３月期第３四半期 597 ─ 137 ─ 129 ─ 67 ─

19年３月期 932 60.3 212 90.6 199 87.9 110 88.8

１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 △34,018 98
19年３月期第３四半期 12,251 63

19年３月期 18,003 28

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月期第３四半期 1,145 630 55.1 76,887 24

19年３月期第３四半期 1,067 892 83.6 112,805 69

19年３月期 1,195 930 77.9 113,843 35

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 1,300 39.5 250 15.4 250 22.8 130 17.4 15,902 14



     
（訂正後） 

 
1.平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

（注）当第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期の数値のみを記載しております。 

 

 
  

 
  

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
（注）当社は業績連動型の配当を実施する方針としており、20年３月期（予想）の配当性向は20％を予定しておりま

す。これにより年間配当3,180円としておりますが、業績の変動等により配当金額は変動する可能性がありま

す。 

  

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

 

 
  

平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 445 ─ △248 ─ △261 ─ △370 ─
19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

19年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり 
四半期(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり 

四半期(当期)純利益
円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △45,243 04 ─ ─
19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

19年３月期 ─ ─ ─ ─

(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月期第３四半期 1,192 538 45.2 65,674 13

19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─

19年３月期 ─ ─ ─ ─ ─

(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

20年３月期第３四半期 △429 △243 369 222
19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

19年３月期 ─ ─ ─ ─

１株当たり配当金

(基準日)
第１ 

四半期末
中間期末

第３
四半期末

期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 ─ ─ ─ 2,700 00 2,700 00

20年３月期 ─ ─ ─ ─
3,180 00

20年３月期(予想) ─ ─ ─ 3,180 00

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 1,400 ─ 260 ─ 260 ─ 134 ─ 16,281 90



4. その他 

 
  

  

  

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則の取扱い」別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意

見表明のための手続きを受けております。 

  

5. 個別業績の概要（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 
  

6. 平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想値と異なる場合がありま
す。 

  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

新規 ─ 社（       ─       ） 除外 ─ 社（社名   ─     ）

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準            ：中間連結財務諸表作成基準

(3)  近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：無

(4) 会計監査人の関与                  ：有

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 419 △29.8 △249 ─ △261 ─ △370 ─
19年３月期第３四半期 597 ─ 137 ─ 129 ─ 67 ─

19年３月期 932 60.3 212 90.6 199 87.9 110 88.8

１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 △45,251 69
19年３月期第３四半期 12,251 63

19年３月期 18,003 28

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月期第３四半期 1,053 538 51.2 65,665 49

19年３月期第３四半期 1,067 892 83.6 112,805 69

19年３月期 1,195 930 77.9 113,843 35

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 1,300 39.5 250 15.4 250 22.8 130 17.4 15,902 14



（訂正前）３ページ 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国におけるサブプライム問題に端を発する金

融市場の混乱の長期化や、原油を始めとする素材原価の高騰などから不透明感が増した状態となりまし

た。 

このような状況のもと、当社は新規顧客の開拓と既存顧客の取引拡大に努めるとともに、新たな事業

分野を開拓すべく新規プロダクトの研究・開発を行ってきました。また、11月１日付をもちまして株式

会社メガディーを子会社化し、同社の持つＷＥＢサイトの企画制作、システム開発力をグループ内部に

取り込むことによって、システム及び製品開発力の強化を行っております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高545百万円、営業損失248百万円、経常損失

261百万円、当第３四半期純損失278百万円となりました。 

当期におきましては、防犯セキュリティー業界向けプロダクトが期末に著しく偏重する計画であるこ

とが第３四半期連結会計期間までの損失の主な要因となっております。 

なお、当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期増減率の記

載はしておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末

に比べ304百万円減少し、222百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は429百万円となりました。これは主に税引前当第３四半期純損失266百

万円、売上債権の減少192百万円、たな卸資産の増加37百万円、長期前払費用の増加69百万円、仕入債

務の減少34百万円、法人税等の支払額78百万円など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） 

投資活動の結果使用した資金は243百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得141百万円、

連結子会社の取得による支出13百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は369百万円となりました。これは主に社債の発行による収入389百万円

によるものであります。 

  

当第３四半期会計期間より株式会社メガディーを子会社化したことにより、連結財務諸表を作成して

おります。また、平成20年１月より株式会社パスタカードを子会社化しております。これに伴い新たに

連結予想を策定し、記載しております。 

なお、個別業績予想につきましては、当第３四半期業績がほぼ当初の計画通り推移しているため、業

績に変更はありません。 

【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



（訂正後） 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国におけるサブプライム問題に端を発する金

融市場の混乱の長期化や、原油を始めとする素材原価の高騰などから不透明感が増した状態となりまし

た。 

このような状況のもと、当社は新規顧客の開拓と既存顧客の取引拡大に努めるとともに、新たな事業

分野を開拓すべく新規プロダクトの研究・開発を行ってきました。また、11月１日付をもちまして株式

会社メガディーを子会社化し、同社の持つＷＥＢサイトの企画制作、システム開発力をグループ内部に

取り込むことによって、システム及び製品開発力の強化を行っております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高445百万円、営業損失248百万円、経常損失

261百万円、当第３四半期純損失370百万円となりました。 

当期におきましては、防犯セキュリティー業界向けプロダクトが期末に著しく偏重する計画であるこ

とが第３四半期連結会計期間までの損失の主な要因となっております。 

なお、当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期増減率の記

載はしておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末

に比べ304百万円減少し、222百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は429百万円となりました。これは主に税引前当第３四半期純損失350百

万円、売上債権の減少276百万円、たな卸資産の増加37百万円、長期前払費用の増加69百万円、仕入債

務の減少34百万円、法人税等の支払額78百万円など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） 

投資活動の結果使用した資金は243百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得141百万円、

連結子会社の取得による支出13百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は369百万円となりました。これは主に社債の発行による収入389百万円

によるものであります。 

  

当第３四半期会計期間より株式会社メガディーを子会社化したことにより、連結財務諸表を作成して

おります。また、平成20年１月より株式会社パスタカードを子会社化しております。これに伴い新たに

連結予想を策定し、記載しております。 

なお、個別業績予想につきましては、当第３四半期業績がほぼ当初の計画通り推移しているため、業

績に変更はありません。 

【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



（訂正前）４～５ページ 

  

４ 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

当第３四半期連結会計期間末

(平成19年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 222,463

 ２ 売掛金 228,849

 ３ たな卸資産 68,979

 ４ 前払費用 74,261

 ５ 未収法人税等 47,571

 ６ 未収消費税等 ※２ 16,549

 ７ 繰延税金資産 535

 ８ その他 ※３ 95,031

   流動資産合計 754,242 58.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 6,184 0.5

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 101,282

  (2) ソフトウエア 65,193

  (3) その他 2,372

   無形固定資産合計 168,848 13.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 194,525

  (2) 長期前払費用 82,448

  (3) 繰延税金資産 7,039

  (4) その他 71,582

   投資その他の資産合計 355,594 27.7

   固定資産合計 530,627 41.3

   資産合計 1,284,870 100.0



当第３四半期連結会計期間末

(平成19年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 44,841

 ２ 短期借入金 28,258

 ３ １年以内償還予定の社債 64,800

 ４ １年以内返済予定長期借入金 28,956

 ５ その他 57,069

   流動負債合計 223,925 17.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 355,200

 ２ 長期借入金 74,048

 ３ その他 765

   固定負債合計 430,013 33.5

   負債合計 653,939 50.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 429,475

 ２ 資本剰余金 349,475

 ３ 利益剰余金 △130,597

 ４ 自己株式 △18,000

   株主資本合計 630,352 49.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 578

   評価・換算差額等合計 578 0.0

   純資産合計 630,930 49.1

   負債純資産合計 1,284,870 100.0



（訂正後） 

  

 

４ 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

当第３四半期連結会計期間末

(平成19年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 222,463

 ２ 売掛金 144,349

 ３ たな卸資産 68,979

 ４ 前払費用 74,261

  ５  立替金 106,813

 ６ 未収法人税等 47,571

 ７ 未収消費税等 ※２ 16,549

 ８ 繰延税金資産 ─

 ９ その他 ※３ 82,717

 10 貸倒引当金 △94,500

   流動資産合計 669,207 56.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 6,184 0.5

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 101,282

  (2) ソフトウエア 65,193

  (3) その他 2,372

   無形固定資産合計 168,848 14.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 194,525

  (2) 長期前払費用 82,448

  (3) 繰延税金資産 ─

  (4) その他 71,582

   投資その他の資産合計 348,555 29.2

   固定資産合計 523,588 43.9

   資産合計 1,192,795 100.0



当第３四半期連結会計期間末

(平成19年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 44,841

 ２ 短期借入金 28,258

 ３ １年以内償還予定の社債 64,800

 ４ １年以内返済予定長期借入金 28,956

 ５ その他 57,069

   流動負債合計 223,925 18.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 355,200

 ２ 長期借入金 74,048

 ３ その他 765

   固定負債合計 430,013 36.1

   負債合計 653,939 54.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 429,475

 ２ 資本剰余金 349,475

 ３ 利益剰余金 △222,671

 ４ 自己株式 △18,000

   株主資本合計 538,278 45.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 578

   評価・換算差額等合計 578 0.0

   純資産合計 538,856 45.2

   負債純資産合計 1,192,795 100.0



（修正前）６ページ 

  

 

(2) 四半期連結損益計算書

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 545,257 100.0

Ⅱ 売上原価 318,995 58.5

   売上総利益 226,262 41.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 474,953 87.1

   営業損失 248,690 △45.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 549

 ２ その他 262 812 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,403

 ２ 社債発行費用 10,248

 ３ その他 279 13,931 2.5

   経常損失 261,809 △48.0

Ⅵ 特別利益

 １ 違約金収入 3,000

 ２ その他 469 3,469 0.6

Ⅶ 特別損失

 １ リース解約違約金 7,317

 ２ その他 576 7,894 1.4

   税金等調整前四半期純損失 266,234 △48.8

   法人税、住民税及び事業税 8,401

   法人税等調整額 4,146 12,548 2.3

   四半期純損失 278,782 △51.1



（修正後） 

  

 

(2) 四半期連結損益計算書

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 445,257 100.0

Ⅱ 売上原価 218,995 49.2

   売上総利益 226,262 50.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 474,953 106.7

   営業損失 248,690 △55.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 549

 ２ その他 262 812 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,403

 ２ 社債発行費用 10,248

 ３ その他 279 13,931 3.2

   経常損失 261,809 △58.8

Ⅵ 特別利益

 １ 違約金収入 3,000

 ２ 受贈益 10,000

 ３ その他 469 13,469 3.0

Ⅶ 特別損失

 １ リース解約違約金 7,317

 ２ 貸倒引当金繰越額 94,500

 ３ その他 576 102,394 23.0

   税金等調整前四半期純損失 350,734 △78.8

   法人税、住民税及び事業税 8,401

   法人税等調整額 11,721 20,122 4.5

   四半期純損失 370,857 △83.3



（訂正前）７ページ 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

 
  

  

  

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

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) 428,850 348,850 170,257 △18,000 929,957

第３四半期連結会計年期間の 

変動額

 新株の発行 625 625 1,250

 剰余金の配当 △22,072 △22,072

 第３四半期純損失(△) △278,782 △278,782

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額)

第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
625 625 △300,854 △299,604

平成19年12月31日残高(千円) 429,475 349,475 △130,597 △18,000 630,352

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) 711 930,669

第３四半期連結会計期間中の 
変動額

 新株の発行 1,250

 剰余金の配当 △22,072

 第３四半期純損失(△) △278,782

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額)

△133 △133

第３四半期連結会計期間中の 
変動額合計(千円)

△133 △299,738

平成19年12月31日残高(千円) 578 630,930



（訂正後） 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

 
  

  

  

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

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) 428,850 348,850 170,257 △18,000 929,957

第３四半期連結会計年期間の 

変動額

 新株の発行 625 625 1,250

 剰余金の配当 △22,072 △22,072

 第３四半期純損失(△) △370,857 △370,857

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額)

第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
625 625 △392,929 △391,679

平成19年12月31日残高(千円) 429,475 349,475 △222,671 △18,000 538,278

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) 711 930,669

第３四半期連結会計期間中の 
変動額

 新株の発行 1,250

 剰余金の配当 △22,072

 第３四半期純損失(△) △370,857

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額)

△133 △133

第３四半期連結会計期間中の 
変動額合計(千円)

△133 △391,813

平成19年12月31日残高(千円) 578 538,856



（訂正前）８ページ 

  

 
  

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純損失 △266,234

   減価償却費 17,572

   のれん償却額 9,839

   受取利息及び受取配当金 △549

   支払利息 3,403

   有形固定資産売却損 576

   売上債権の減少額 192,237

   たな卸資産の増加額 △37,943

   長期前払費用の増加額 △69,196

   仕入債務の減少額 △34,826

   その他 △165,331

    小計 △350,452

   利息及び配当金の受取額 549

   利息の支払額 △1,107

   法人税等の支払額 △78,355

   営業活動によるキャッシュ・フロー △429,365

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 △1,064

   無形固定資産の取得による支出 △28,963

   投資有価証券の取得による支出 △141,458

   連結の範囲の変更を伴う 

   子会社株式の取得による支出
△13,883

   株式取得前払によるによる支出 △60,000

   敷金の払込による支出 △2,658

   その他 4,081

   投資活動によるキャッシュ・フロー △243,946



（訂正後） 

  

 
  

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純損失 △350,734

   減価償却費 17,572

   のれん償却額 9,839

   貸倒引当金の増加額 94,500

   受取利息及び受取配当金 △549

   支払利息 3,403

   有形固定資産売却損 576

   売上債権の減少額 276,737

   たな卸資産の増加額 △37,943

   長期前払費用の増加額 △69,196

   仕入債務の減少額 △34,826

   その他 △259,831

    小計 △350,452

   利息及び配当金の受取額 549

   利息の支払額 △1,107

   法人税等の支払額 △78,355

   営業活動によるキャッシュ・フロー △429,365

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 △1,064

   無形固定資産の取得による支出 △28,963

   投資有価証券の取得による支出 △141,458

   連結の範囲の変更を伴う 

   子会社株式の取得による支出
△13,883

   株式取得前払によるによる支出 △60,000

   敷金の払込による支出 △2,658

   その他 4,081

   投資活動によるキャッシュ・フロー △243,946



（訂正前）１５ページ 

  

  

 
  

(注) １株当たり第３四半期純損失の算定上の基礎 

 

  

(１株当たり情報)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 76,895.88円

１株当たり第３四半期純損失 34,010.33円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり

第３四半期純損失が計上されているため記載しておりません。

当第３四半期会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日

第３四半期純損失（千円） 278,782

普通株主に帰属しない金額（千円） ─

普通株式に係る第３四半期純損失（千円） 278,782

期中平均株式数（株） 8,197

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた当期純利益調整額（千円）

─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数の主な内訳（株） 
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
り四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株
式の概要

─



（訂正後） 

  

  

 
  

(注) １株当たり第３四半期純損失の算定上の基礎 

 

  

(１株当たり情報)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 65,674.13円

１株当たり第３四半期純損失 45,243.04円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり

第３四半期純損失が計上されているため記載しておりません。

当第３四半期会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日

第３四半期純損失（千円） 370,857

普通株主に帰属しない金額（千円） ─

普通株式に係る第３四半期純損失（千円） 370,857

期中平均株式数（株） 8,197

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた当期純利益調整額（千円）

─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数の主な内訳（株） 
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
り四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株
式の概要

─



（訂正前）１６～１８ページ 

 
  

５ 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (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 699,987 205,573 526,759

 ２ 売掛金 163,480 220,872 410,864

 ３ たな卸資産 46,371 50,496 13,602

 ４ 前払費用 29,397 73,784 32,529

 ５ 未収法人税等 ─ 47,571 ─

 ６ 未収消費税等 ※２ ─ 16,549 ─

 ７ 前払金 ※３ ─ 60,000 ─

 ８ 繰延税金資産 4,899 535 8,061

 ９  その他 14,346 23,032 5,273

   流動資産合計 958,483 89.8 698,415 61.0 997,091 83.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 4,234 0.3 3,219 0.3 4,476 0.4

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 35,368 25,722 32,956

  (2) ソフトウエア 30,509 46,279 32,078

  (3) その他 2,296 1,990 2,220

   無形固定資産合計 68,175 6.4 73,992 6.4 67,256 5.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ─ 194,525 53,200

  (2) 子会社株式 ─ 30,000 ─

  (3) 長期前払費用 ─ 81,291 12,006

  (4) 敷金及び保証金 ─ 56,812 58,235

  (5) 繰延税金資産 ─ 7,039 3,567

  (6) その他 36,840 ─ ─

   投資その他の資産 

   合計
36,840 3.5 369,668 32.3 127,009 10.6

   固定資産合計 109,250 10.2 446,880 39.0 198,741 16.6

   資産合計 1,067,733 100.0 1,145,296 100.0 1,195,833 100.0



前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (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 37,006 40,612 59,844

 ２ １年以内償還予定の 

   社債
20,000 64,800 20,000

 ３ 未払法人税等 36,065 ─ 70,806

 ４ 未払消費税等 ※２ 11,711 ─ 18,320

 ５ その他 45,467 53,823 86,192

   流動負債合計 150,251 14.1 159,236 13.9 255,164 21.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 20,000 355,200 10,000

 ２ 繰延税金負債 5,189 ─ ─

   固定負債合計 25,189 2.3 355,200 31.0 10,000 0.8

   負債合計 175,440 16.4 514,436 44.9 265,164 22.1



前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (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

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 427,525 40.1 429,475 37.5 428,850 35.9

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 347,525 349,475 348,850

    資本剰余金合計 347,525 32.5 349,475 30.5 348,850 29.2

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 127,682 △130,668 170,257

    利益剰余金合計 127,682 12.0 △130,668 △11.4 170,257 14.2

 ４ 自己株式 △18,000 △1.7 △18,000 △1.6 △18,000 △1.5

   株主資本合計 884,732 82.9 630,281 55.0 929,957 77.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
7,560 578 711

   評価・換算差額等合計 7,560 0.7 578 0.1 711 0.1

   純資産合計 892,292 83.6 630,859 55.1 930,669 77.9

   負債純資産合計 1,067,733 100.0 1,145,296 100.0 1,195,833 100.0



（訂正後） 

５ 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (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 699,987 205,573 526,759

 ２ 売掛金 163,480 136,372 410,864

 ３ たな卸資産 46,371 50,496 13,602

 ４ 前払費用 29,397 73,784 32,529

  ５  立替金 ─ 106,813 ─

 ６ 未収法人税等 ─ 47,571 ─

 ７ 未収消費税等 ※２ ─ 16,549 ─

 ８ 前払金 ※３ ─ 60,000 ─

 ９ 繰延税金資産 4,899 ─ 8,061

 10  その他 14,346 10,718 5,273

 11 貸倒引当金 ─ △94,500 ─

   流動資産合計 958,483 89.8 613,380 58.2 997,091 83.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 4,234 0.3 3,219 0.3 4,476 0.4

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 35,368 25,722 32,956

  (2) ソフトウエア 30,509 46,279 32,078

  (3) その他 2,296 1,990 2,220

   無形固定資産合計 68,175 6.4 73,992 7.0 67,256 5.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ─ 194,525 53,200

  (2) 子会社株式 ─ 30,000 ─

  (3) 長期前払費用 ─ 81,291 12,006

  (4) 敷金及び保証金 ─ 56,812 58,235

  (5) 繰延税金資産 ─ ─ 3,567

  (6) その他 36,840 ─ ─

   投資その他の資産 

   合計
36,840 3.5 362,629 34.4 127,009 10.6

   固定資産合計 109,250 10.2 439,841 41.8 198,741 16.6

   資産合計 1,067,733 100.0 1,053,222 100.0 1,195,833 100.0



  

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (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 37,006 40,612 59,844

 ２ １年以内償還予定の 

   社債
20,000 64,800 20,000

 ３ 未払法人税等 36,065 ─ 70,806

 ４ 未払消費税等 ※２ 11,711 ─ 18,320

 ５ その他 45,467 53,823 86,192

   流動負債合計 150,251 14.1 159,236 15.1 255,164 21.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 20,000 355,200 10,000

 ２ 繰延税金負債 5,189 ─ ─

   固定負債合計 25,189 2.3 355,200 33.7 10,000 0.8

   負債合計 175,440 16.4 514,436 48.8 265,164 22.1



前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (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

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 427,525 40.1 429,475 40.8 428,850 35.9

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 347,525 349,475 348,850

    資本剰余金合計 347,525 32.5 349,475 33.2 348,850 29.2

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 127,682 △222,742 170,257

    利益剰余金合計 127,682 12.0 △222,742 △21.1 170,257 14.2

 ４ 自己株式 △18,000 △1.7 △18,000 △1.7 △18,000 △1.5

   株主資本合計 884,732 82.9 538,207 51.1 929,957 77.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
7,560 578 711

   評価・換算差額等合計 7,560 0.7 578 0.1 711 0.1

   純資産合計 892,292 83.6 538,785 51.2 930,669 77.9

   負債純資産合計 1,067,733 100.0 1,053,222 100.0 1,195,833 100.0



（修正前）１９ページ 

  

 
  

(2) 四半期損益計算書

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間
前事業年度 

要約損益計算書

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日)

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

(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 597,855 100.0 519,505 100.0 932,163 100.0

Ⅱ 売上原価 166,478 27.8 306,066 58.9 309,224 33.2

   売上総利益 431,377 72.2 213,439 41.1 622,938 66.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 293,636 49.2 462,594 89.0 410,815 44.1

   営業利益又は 

   営業損失（△）
137,741 23.0 △249,155 △47.9 212,123 22.7

Ⅳ 営業外収益 35 0.0 764 0.1 929 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※１ 7,784 1.3 13,550 2.6 13,973 1.5

   経常利益又は 

   経常損失（△）
129,992 21.7 △261,941 △50.4 199,079 21.3

Ⅵ 特別利益 ※２ ─ ─ 3,000 0.5 ─ ─

Ⅶ 特別損失 ※３ 1,186 0.2 7,894 1.5 1,186 0.1

   税引前四半期(当期) 

   純利益又は税引前四 

   半期純損失（△）

128,805 21.5 △266,835 △51.4 197,892 21.2

   法人税、住民税 

   及び事業税
60,574 7,871 94,304

   法人税等調整額 626 61,201 10.2 4,146 12,018 2.3 △6,592 87,712 9.4

   四半期(当期) 

   純利益又は 

   四半期純損失（△）

67,604 11.3 △278,853 △53.7 110,180 11.8



（修正後） 

  

 
  

(2) 四半期損益計算書

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間
前事業年度 

要約損益計算書

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日)

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

(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 597,855 100.0 419,505 100.0 932,163 100.0

Ⅱ 売上原価 166,478 27.8 206,066 49.1 309,224 33.2

   売上総利益 431,377 72.2 213,439 50.9 622,938 66.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 293,636 49.2 462,594 110.3 410,815 44.1

   営業利益又は 

   営業損失（△）
137,741 23.0 △249,155 △59.4 212,123 22.7

Ⅳ 営業外収益 35 0.0 764 0.2 929 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※１ 7,784 1.3 13,550 3.2 13,973 1.5

   経常利益又は 

   経常損失（△）
129,992 21.7 △261,941 △62.4 199,079 21.3

Ⅵ 特別利益 ※２ ─ ─ 13,000 3.1 ─ ─

Ⅶ 特別損失 ※３ 1,186 0.2 102,394 24.4 1,186 0.1

   税引前四半期(当期) 

   純利益又は税引前四 

   半期純損失（△）

128,805 21.5 △351,335 △83.7 197,892 21.2

   法人税、住民税 

   及び事業税
60,574 7,871 94,304

   法人税等調整額 626 61,201 10.2 11,721 19,592 4.7 △6,592 87,712 9.4

   四半期(当期) 

   純利益又は 

   四半期純損失（△）

67,604 11.3 △370,928 △88.4 110,180 11.8



  

（訂正前）２１ページ 

当第３四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 四半期株主資本等変動計算書

項目

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

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 428,850 348,850 170,257 △18,000 929,957

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 625 625 1,250

 剰余金の配当 △22,072 △22,072

 第３四半期純損失 △278,853 △278,853

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期中の変動額(純額)

第３四半期中の変動額合計(千円) 625 625 △300,925 △299,675

平成19年12月31日残高(千円) 429,475 349,475 △130,668 △18,000 630,281

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) 711 930,669

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 1,250

 剰余金の配当 △22,072

 第３四半期純損失 △278,853

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期中の変動額(純額)
△133 △133

第３四半期中の変動額合計(千円) △133 △299,809

平成19年12月31日残高(千円) 578 630,859



  

（訂正後） 

当第３四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 四半期株主資本等変動計算書

項目

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

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 428,850 348,850 170,257 △18,000 929,957

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 625 625 1,250

 剰余金の配当 △22,072 △22,072

 第３四半期純損失 △370,928 △370,928

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期中の変動額(純額)

第３四半期中の変動額合計(千円) 625 625 △393,000 △391,750

平成19年12月31日残高(千円) 429,475 349,475 △222,739 △18,000 538,207

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) 711 930,669

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 1,250

 剰余金の配当 △22,072

 第３四半期純損失 △370,928

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期中の変動額(純額)
△133 △133

第３四半期中の変動額合計(千円) △133 △391,884

平成19年12月31日残高(千円) 578 538,785



（修正前）２９ページ 

  

 

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31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 営業外費用の主要項目

社債利息 224千円

株式公開関連 7,411千円

※２ ───────

※３ ───────

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,601千円

無形固定資産 20,342千円
 

※１ 営業外費用の主要項目

社債利息 3,022千円

社債発行費 10,248千円

雑損失 279千円

※２ 特別利益の主要項目

違約金収入 3,000千円

※３ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 576千円

リース解約違約金 7,317千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,744千円

無形固定資産 22,226千円
 

※１ 営業外費用の主要項目

社債利息 287千円

株式交付費 81千円

株式公開関連 13,538千円

雑損失 66千円

※２ ───────

※３ ───────

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 2,220千円

無形固定資産 27,595千円



（修正後） 

  

 

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31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 営業外費用の主要項目

社債利息 224千円

株式公開関連 7,411千円

※２ ───────

※３ ───────

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,601千円

無形固定資産 20,342千円

 

※１ 営業外費用の主要項目

社債利息 3,022千円

社債発行費 10,248千円

雑損失 279千円

※２ 特別利益の主要項目

違約金収入 3,000千円

受贈益 10,000千円

※３ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 576千円

リース解約違約金 7,317千円

貸倒引当金繰入額 94,500千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,744千円

無形固定資産 22,226千円

 

※１ 営業外費用の主要項目

社債利息 287千円

株式交付費 81千円

株式公開関連 13,538千円

雑損失 66千円

※２ ───────

※３ ───────

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 2,220千円

無形固定資産 27,595千円




