
 

 

平成 22 年８月 30 日 

各  位 
会 社 名 株式会社コネクトテクノロジーズ 

代表者名 代表取締役会長兼ＣＥＯ 堀口 利美 

（コード：3736 東証マザーズ） 

問合せ先 執行役員ＣＦＯ 

兼経営管理統括本部長 長倉 統己 

（ＴＥＬ：03－5332－6110） 

 
（訂正）「平成 19 年８月期  第１四半期財務・業績の概況（連結・個別）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 22 年 8 月 23 日付「調査委員会調査報告書の受領に関するお知らせ」において、 

各事業年度の財務諸表について改めて会計監査を受け、修正内容が確定次第、過年度決算の訂正を

行う旨、お知らせいたしました。 

このたび、過年度決算の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いたし

ます。 

詳細な訂正理由等につきましては８月 27 日に開示しております「訂正有価証券報告書等の提出完

了に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には 

     を付して表示しております。 

 



 

 

平成 19 年８月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
 
２．平成 19 年８月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年９月１日～平成 18 年 11 月 30 日） 
＜訂正前＞ 

 
 (1) 連結経営成績の進捗状況                         
                                     （百万円未満切捨） 

 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   ％

19 年８月期第１四半期 529 （△23.7） △268 （ ― ） △269 （ ― ） △595  （ ― ）
18 年８月期第１四半期 693 （76.6） 17 （△33.4） 13（△17.7） 4 （△46.0）
(参考)18 年８月期 2,861 △431 △437 △830

 

 
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

19 年８月期第 1 四半期 △13,264   73   ―  ―

18 年８月期第 1 四半期 108  76 103  10
(参考)18 年８月期 △18,595    51 ―  ―

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当第 1 四半期におけるモバイル市場につきましては、成長分野と成熟分野が明確になりつつある中
で、サービス提供事業者間の競争激化による差別化のためのソリューション提案が要請されている状
況にあります。そのような環境の中、当社グループといたしましては、「モバイルサービス・デベロッ
パーとしての成長」、「成長市場と成熟市場それぞれに対する２軸戦略」を当面の事業テーマとして掲
げ、現状のポジショニングを活かしつつ、規模の拡大を目指していく方針であり、これらに耐えうる
開発体制、品質管理体制の整備を進めている状況であります。これらの体制整備に伴う人材の確保等
が、前年同期と比較し販売管理費の増加として収益に影響を及ぼしております。また、保有する投資
有価証券の一部につきまして、「金融商品に係る会計基準」に基づき投資有価証券評価損を特別損失に
計上いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 529 百万円（前年同期比 23.7％減）、経常損失は
269 百万円（前年同期は 13 百万円の利益）、第１四半期純損失は 595 百万円（前年同期は 4 百万円の
利益）となりました。 

 
事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

 
（システムソリューション事業） 

システムソリューション事業につきましては、携帯電話を利用した新たなサービスを実現するため
のソリューション提供のほか、子会社のシステム開発事業が売上に寄与しております。しかしながら
昨今プロジェクトの規模が大型化、長期化する傾向にあり、カットオーバーの時期によって収益の変
動が大きくなる傾向にあります。当社グループとしましては、今後とも高度（高付加価値）開発案件
の受託推進、新技術ソリューションの提案等により当事業の伸張を図っていく方針であります。 
この結果、当事業の売上高は 271 百万円（前年同期比 8.9％減）、営業利益は 16 百万円（前年同期

比 5.3％減）となりました。 
 
（プロダクツ事業） 

当第１四半期においては、ソフトウエアプロダクトの販売が未だ立ち上がっていないこと、特殊な
ハードウエアを絡めた案件のカットオーバーが無かったこと等により、大幅な売上減となりました。
市かしながら子会社の Winnow Technologies Inc.におきまして、第１号製品の受注を獲得するなどこ
れまでの開発の成果が徐々に表れており、当社グループとしましては、コアエンジンの更なる開発、
販売戦略の再構築等により、当事業の業容拡大を図っていく方針であります。 
当第１四半期における当事業の売上高は 48 百万円（前年同期比 79.8％減）、営業損失は 67 百万円

（前年同期は 155 百万円の利益）となりました。 



 

 
（コンサルティング事業） 

コンサルティング事業につきましては、当社開発リソースの配分見直しの影響により、当事業の売
上高は 9 百万円（前年同期比 70.4％減）、営業利益は 0 百万円（前年同期比 91.9％減）となりました。
しかしながら、当社のポジショニングを維持していく上で重要な事業であるとの認識にかわりはなく、
体制を整備の上、強化していく方針であります。 

 
（サービス事業） 

サービス事業につきましては、子会社の株式会社インクルーズによるモバイル向け広告事業を中心
としたものであります。当第１四半期における当事業の売上高は 200 百万円（前年同期比 60.9％増）、
営業損失は 7 百万円（前年同期は 15 百万円の利益）となりました。当事業の強化を目的に前期におい
て実施した大幅な新卒採用の影響により、利益的には厳しい状況となっておりますが、着実に売上増
に結びついており、徐々に改善していくものと見込んでおります。広告需要につきましては全体とし
て堅調に推移しており、当社グループといたしましては、今後もこの事業の強化を重要な経営課題と
して注力していく方針であります。 
 

(2) 連結財政状態の変動状況                       
                                   （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり
 純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年８月期第１四半期 5,536 4,661 83.2 102,643  56
18 年８月期第１四半期 6,513 5,880 90.3 131,473  33
(参考)18 年８月期 5,941 5,208 86.7 115,177    72

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                      
                                   （百万円未満切捨） 

 営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年８月期第１四半期 73 △42 △18 1,619
18 年８月期第１四半期 19 △1,170 16 2,095
(参考)18 年８月期 △607 △1,060 44 1,606

 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第１四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、前連結会計年
度末に比べ 12 百万円増加し（前年同期は 1,131 百万円の減少）、当第１四半期連結会計期間末には、
1,619 百万円となりました。 

 また、当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フロー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） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は 73 百万円（前年同期は 19 百万
円の増加）となりました。これは、税金等調整前第１四半期純損失 603 百万円の減少要因があったも
のの、投資有価証券評価損 334 百万円の計上並びに売上債権の減少額 254 百万円及び仕入債務の増加
額 58 百万円等の増加要因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） 
 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 42 百万円（前年同期は 1,170 百
万円の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 32 百万円及び無形固定資産
の取得による支出 9 百万円等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） 
  当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は 18 百万円（前年同期は 16 百万
円の増加）となりました。これは主に、短期借入金の減少額 15 百万円等によるものであります。 
 



 

＜訂正後＞ 
 
 (1) 連結経営成績の進捗状況                         
                                   （百万円未満切捨） 

  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   ％

19 年８月期第１四半期 529 （△11.6） △268 （ ― ） △269 （ ― ） △464   ( ― ）
18 年８月期第１四半期 598 （52.6） △77 （ ― ） △81 （ ― ） △90 （ ― ）
(参考)18 年８月期 2,766 △526 △532  △925

  

  
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

19 年８月期第 1 四半期 △10,355   87   ―  ―

18 年８月期第 1 四半期 △2,024  28 ―  ―

(参考)18 年８月期 △20,722    03 ―  ―

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
  
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当第 1 四半期におけるモバイル市場につきましては、成長分野と成熟分野が明確になりつつある中
で、サービス提供事業者間の競争激化による差別化のためのソリューション提案が要請されている状
況にあります。そのような環境の中、当社グループといたしましては、「モバイルサービス・デベロッ
パーとしての成長」、「成長市場と成熟市場それぞれに対する２軸戦略」を当面の事業テーマとして掲
げ、現状のポジショニングを活かしつつ、規模の拡大を目指していく方針であり、これらに耐えうる
開発体制、品質管理体制の整備を進めている状況であります。これらの体制整備に伴う人材の確保等
が、前年同期と比較し販売管理費の増加として収益に影響を及ぼしております。また、保有する投資
有価証券の一部につきまして、「金融商品に係る会計基準」に基づき投資有価証券評価損を特別損失に
計上いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 529 百万円（前年同期比 11.6％減）、経常損失は
269 百万円（前年同期は 81 百万円の損失）、第１四半期純損失は 464 百万円（前年同期は 90 百万円の
損失）となりました。 

 
 
事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

 
（システムソリューション事業） 

システムソリューション事業につきましては、携帯電話を利用した新たなサービスを実現するため
のソリューション提供のほか、子会社のシステム開発事業が売上に寄与しております。しかしながら
昨今プロジェクトの規模が大型化、長期化する傾向にあり、カットオーバーの時期によって収益の変
動が大きくなる傾向にあります。当社グループとしましては、今後とも高度（高付加価値）開発案件
の受託推進、新技術ソリューションの提案等により当事業の伸張を図っていく方針であります。 
この結果、当事業の売上高は 271 百万円（前年同期比 8.9％減）、営業利益は 16 百万円（前年同期

比 5.3％減）となりました。 
 
（プロダクツ事業） 

当第１四半期においては、ソフトウエアプロダクトの販売が未だ立ち上がっていないこと、特殊な
ハードウエアを絡めた案件のカットオーバーが無かったこと等により、大幅な売上減となりました。し
かしながら子会社の Winnow Technologies Inc.におきまして、第１号製品の受注を獲得するなどこれ
までの開発の成果が徐々に表れており、当社グループとしましては、コアエンジンの更なる開発、販売
戦略の再構築等により、当事業の業容拡大を図っていく方針であります。 

当第１四半期における当事業の売上高は 48 百万円（前年同期比 66.5％減）、営業損失は 67 百万円
（前年同期は 60 百万円の利益）となりました。 
 
（コンサルティング事業） 

コンサルティング事業につきましては、当社開発リソースの配分見直しの影響により、当事業の売
上高は 9 百万円（前年同期比 70.4％減）、営業利益は 0 百万円（前年同期比 91.9％減）となりました。



 

しかしながら、当社のポジショニングを維持していく上で重要な事業であるとの認識にかわりはなく、
体制を整備の上、強化していく方針であります。 

 
（サービス事業） 

サービス事業につきましては、子会社の株式会社インクルーズによるモバイル向け広告事業を中心
としたものであります。当第１四半期における当事業の売上高は 200 百万円（前年同期比 60.9％増）、
営業損失は 7 百万円（前年同期は 15 百万円の利益）となりました。当事業の強化を目的に前期におい
て実施した大幅な新卒採用の影響により、利益的には厳しい状況となっておりますが、着実に売上増
に結びついており、徐々に改善していくものと見込んでおります。広告需要につきましては全体とし
て堅調に推移しており、当社グループといたしましては、今後もこの事業の強化を重要な経営課題と
して注力していく方針であります。 

 
 
(2) 連結財政状態の変動状況                       
 

  総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり
 純 資 産 

  百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年８月期第１四半期 5,536 4,566 81.5 100,528  36
18 年８月期第１四半期 6,463 5,654 87.5 144,523    00
(参考)18 年８月期 5,941 4,983 83.0 110,136    70

 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                      
 

 営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年８月期第１四半期 73 △42 △18 1,619
18 年８月期第１四半期 19 △1,170 16 2,095
(参考)18 年８月期 △607 △1,060 44 1,606

 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第１四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、前連結会計年
度末に比べ 12 百万円増加し（前年同期は 1,131 百万円の減少）、当第１四半期連結会計期間末には、
1,619 百万円となりました。 

 また、当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フロー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） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は 73 百万円（前年同期は 19 百万
円の増加）となりました。これは、税金等調整前第１四半期純損失 472 百万円の減少要因があったも
のの、投資有価証券評価損 334 百万円の計上並びに売上債権の減少額 254 百万円及び仕入債務の増加
額 58 百万円等の増加要因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） 
 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 42 百万円（前年同期は 1,170 百
万円の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 32 百万円及び無形固定資産
の取得による支出 9 百万円等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） 
  当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は 18 百万円（前年同期は 16 百万

円の増加）となりました。これは主に、短期借入金の減少額 15 百万円等によるものであります。 

 



 

４．四半期連結財務諸表 

 （1）四半期連結貸借対照表 
 
＜訂正前＞ 

  
前第１四半期 

連結会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年８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  2,095,031 1,619,572   1,606,648

 ２．受取手形及び売掛

金 
 337,548 318,470   587,050

 ３．たな卸資産  71,813 221,536   127,710

 ４．その他  36,407 99,957   108,433

   貸倒引当金  △15,462 △3,223   △18,649

  流動資産合計  2,525,339 38.8 2,256,313 40.8  2,411,194 40.6

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※ 258,425 198,778   181,414

 ２．無形固定資産    

  （1）連結調整勘定  242,733 ―  205,706 

 （2）のれん  ― 231,577  ― 

 （3）その他  207,517 450,251 156,044 387,621  193,026 398,733

 ３．投資その他の資産    

  （1）投資有価証券  3,131,086 2,565,121  2,820,571 

 （2）その他  147,932 142,313  129,104 

    貸倒引当金  ― 3,279,018 △13,586 2,693,848  ― 2,949,675

  固定資産合計  3,987,695 61.2 3,280,249 59.2  3,529,823 59.4

  資産合計  6,513,034 100.0 5,536,562 100.0  5,941,017 100.0

    

 

 

 

 

 

 

 



 

  
前第１四半期 
連結会計期間末 

  （平成17年11月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年８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   110,189 203,297   144,608

２. 短期借入金   103,835 75,000   90,000

 ３．１年内返済予定長

期借入金 
  31,659 30,288   30,288

 ４．賞与引当金   16,180 1,430   5,100

 ５．その他   93,413 181,981   103,622

  流動負債合計   355,277 5.4 491,997 8.9  373,618 6.3

Ⅱ 固定負債     

 １．長期借入金   112,379 82,091   89,663

 ２．退職給付引当金   15,337 17,300   16,667

 ３．その他   150,027 283,491   252,353

固定負債合計   277,744 4.3 382,883 6.9  358,683 6.0

  負債合計   633,021 9.7 874,880 15.8  732,302 12.3

（少数株主持分）     

  少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   3,261,679 50.0 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   3,536,507 54.3 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   △1,181,065 △18.1 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  233,444 3.6 ― ―  ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定   44,018 0.7 ― ―  ― ―

Ⅵ 自己株式   △14,570 △0.2 ― ―  ― ―

  資本合計   5,880,013 90.3 ― ―  ― ―

  負債、少数株主持分

及び資本合計 
  6,513,034 100.0 ― ―  ― ―

     

 
 



 

 
 

  
前第１四半期 
連結会計期間末 

  （平成17年11月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年８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   ― 3,263,929   3,261,859

２.資本剰余金   ― 3,537,682   3,536,567

３.利益剰余金   ― △2,611,740   △2,016,645

４.自己株式   ― △14,570   △14,570

  株主資本合計   ― ― 4,175,301 75.4  4,767,211 80.2

Ⅱ 評価・換算差額等     

１.その他有価証券評

価差額金 
  ― 390,989   342,218

２.為替換算調整勘定   ― 43,739   42,814

 評価・換算差額等合

計 
  ― ― 434,728 7.9  385,033 6.5

Ⅲ 新株予約権   ― ― 2,750 0.0  ― ―

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 48,902 0.9  56,470 1.0

  純資産合計   ― ― 4,661,682 84.2  5,208,715 87.7

  負債純資産合計   ― ― 5,536,562 100.0  5,941,017 100.0

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜訂正後＞ 

  
前第１四半期 

連結会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年８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  2,095,031 1,619,572   1,606,648

 ２．受取手形及び売掛

金 
 288,148 318,470   587,050

 ３．たな卸資産  71,813 221,536   127,710

 ４．その他  36,407 99,957   108,433

   貸倒引当金  △15,462 △3,223   △18,649

  流動資産合計  2,475,939 38.3 2,256,313 40.8  2,411,194 40.6

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※ 258,425 198,778   181,414

 ２．無形固定資産    

  （1）連結調整勘定  242,733 ―  205,706 

 （2）のれん  ― 231,577  ― 

 （3）その他  207,517 450,251 156,044 387,621  193,026 398,733

 ３．投資その他の資産    

  （1）投資有価証券  3,131,086 2,565,121  2,820,571 

 （2）その他  147,932 142,313  129,104 

    貸倒引当金  ― 3,279,018 △13,586 2,693,848  ― 2,949,675

  固定資産合計  3,987,695 61.7 3,280,249 59.2  3,529,823 59.4

  資産合計  6,463,634 100.0 5,536,562 100.0  5,941,017 100.0

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
前第１四半期 
連結会計期間末 

  （平成17年11月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年８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   110,189 203,297   144,608

２. 短期借入金   103,835 75,000   90,000

 ３．１年内返済予定長

期借入金 
  31,659 30,288   30,288

 ４．預り金   188,599 106,356   237,017

 ５．賞与引当金   16,180 1,430   5,100

 ６．その他   80,914 170,625   92,105

  流動負債合計   531,377 8.2 586,997 10.6  599,118 10.1

Ⅱ 固定負債     

 １．長期借入金   112,379 82,091   89,663

 ２．退職給付引当金   15,337 17,300   16,667

 ３．その他   150,027 283,491   252,353

固定負債合計   277,744 4.3 382,883 6.9  358,683 6.0

  負債合計   809,121 12.5 969,880 17.5  957,802 16.1

（少数株主持分）     

  少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   3,261,679 50.5 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   3,536,507 54.7 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   △1,406,565 △21.8 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  233,444 3.6 ― ―  ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定   44,018 0.7 ― ―  ― ―

Ⅵ 自己株式   △14,570 △0.2 ― ―  ― ―

  資本合計   5,654,513 87.5 ― ―  ― ―

  負債、少数株主持分

及び資本合計 
  6,463,634 100.0 ― ―  ― ―

     

 
 
 
 



 

  
前第１四半期 
連結会計期間末 

  （平成17年11月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年８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   ― 3,263,929   3,261,859

２.資本剰余金   ― 3,537,682   3,536,567

３.利益剰余金   ― △2,706,740   △2,242,145

４.自己株式   ― △14,570   △14,570

  株主資本合計   ― ― 4,080,301 73.7  4,541,711 76.4

Ⅱ 評価・換算差額等     

１.その他有価証券評

価差額金 
  ― 390,989   342,218

２.為替換算調整勘定   ― 43,739   42,814

 評価・換算差額等合

計 
  ― ― 434,728 7.9  385,033 6.5

Ⅲ 新株予約権   ― ― 2,750 0.0  ― ―

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 48,902 0.9  56,470 1.0

  純資産合計   ― ― 4,566,682 82.5  4,983,215 83.9

  負債純資産合計   ― ― 5,536,562 100.0  5,941,017 100.0

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（2）四半期連結損益計算書 
＜訂正前＞  

   

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
   至 平成17年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年８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

（％）

Ⅰ 売上高   693,484 100.0 529,230 100.0  2,861,913 100.0

Ⅱ 売上原価   400,501 57.8 368,165 69.6  2,007,711 70.2

売上総利益   292,983 42.2 161,065 30.4  854,202 29.8

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
※１  275,832 39.7 429,575 81.1  1,285,698 44.9

営業利益又は営業

損失(△) 
  17,151 2.5 △268,509 △50.7  △431,495 △15.1

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  394 746  1,215 

 ２．受取配当金  600 ―  3,000 

 ３．為替差益  452 58  1,071 

  ４. 還付加算金  ― 320  ― 

 ５．その他  233 1,680 0.2 480 1,605 0.3 1,573 6,861 0.2

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  1,648 2,179  8,147 

 ２．創立費償却  ― ―  971 

 ３. 新株発行費  3,277 ―  ― 

 ４. 株式交付費  ― 14  3,278 

 ５．その他  390 5,316 0.8 ― 2,193 0.4 392 12,791 0.4

経常利益又は経常

損失(△) 
  13,514 1.9 △269,097 △50.8  △437,425 △15.3

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  1,439 1,826  ― 

２. 持分変動利益  6,000 ―  10,625 

 ３．投資有価証券売却 

益 
 ― 7,439 1.1 504 2,330 0.4 ― 10,625 0.4

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ ― ―  8,639 

２. 関係会社出資金 

  評価損 
 ― ―  9,496 

 ３．固定資産臨時償却 

  費 
※３ ― ―  11,514 

４．事務所移転費用  ― ―  12,050 

 ５．減損損失 ※４ ― ―  99,999 

６． 投資有価証券評価 

   損 
 ― 334,830  301,114 

７．投資有価証券売却 

  損 
 ― ― ― 1,413 336,243 63.5 ― 442,815 15.5



 

 

   

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
   至 平成17年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年８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

（％）

税金等調整前第１

四半期純利益又は

税金等調整前第１

四半期（当期）純損

失（△） 
法人税、住民税及び
事業税 

  20,954 3.0 △603,011 △113.9  △869,615 △30.4

 8,477 1,540  6,192 

法人税等調整額  7,632 16,110 2.3 47 1,587 0.3 △35,668 △29,475 △1.1

少数株主損失  

 

― ― 9,503 1.8 

 

9,403 0.3

第１四半期純利益

又は第１四半期（当

期）純損失（△） 

 4,843 0.7 △595,095 △112.4 △830,735 △29.0

     

 
   



 

＜訂正後＞ 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
   至 平成17年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年８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

（％）

Ⅰ 売上高   598,484 100.0 529,230 100.0  2,766,913 100.0

Ⅱ 売上原価   400,501 66.9 368,165 69.6  2,007,711 72.6

売上総利益   197,983 33.1 161,065 30.4  759,202 27.4

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
※１  275,832 46.1 429,575 81.1  1,285,698 46.4

営業損失(△)   △77,848 △13.0 △268,509 △50.7  △526,495 △19.0

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  394 746  1,215 

 ２．受取配当金  600 ―  3,000 

 ３．為替差益  452 58  1,071 

  ４. 還付加算金  ― 320  ― 

 ５．その他  233 1,680 0.3 480 1,605 0.3 1,573 6,861 0.3

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  1,648 2,179  8,147 

 ２．創立費償却  ― ―  971 

 ３. 新株発行費  3,277 ―  ― 

 ４. 株式交付費  ― 14  3,278 

 ５．その他  390 5,316 0.9 ― 2,193 0.4 392 12,791 0.5

経常損失(△)   △81,485 △13.6 △269,097 △50.8  △532,425 △19.2

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  1,439 1,826  ― 

２. 持分変動利益  6,000 ―  10,625 

 ３．投資有価証券売却 

益 
 ― 7,439 1.2 504 2,330 0.4 ― 10,625 0.3

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ ― ―  8,639 

２. 関係会社出資金 

  評価損 
 ― ―  9,496 

 ３．固定資産臨時償却 

  費 
※３ ― ―  11,514 

４．事務所移転費用  ― ―  12,050 

 ５．減損損失 ※４ ― ―  99,999 

６． 投資有価証券評価 

   損 
 ― 204,330  301,114 

７．投資有価証券売却 

  損 
 ― ― ― 1,413 205,743 38.9 ― 442,815 16.0



 

 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
   至 平成17年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年８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

（％）

税金等調整前第１

四半期（当期）純損

失（△） 
法人税、住民税及び
事業税 

 

 
 
 

8,477 

△74,045 △12.4

1,540

△472,511 △89.3 

 

 

 

6,192 

△964,615 △34.9

法人税等調整額  7,632 16,110 2.7 47 1,587 0.3 △35,668 △29,475 △1.1

少数株主損失  

 

― ― 9,503 1.8 

 

9,403 0.3

第１四半期（当期）

純損失（△） 
 △90,156 △15.1 △464,595 △87.8 △925,735 △33.5

     



 

（3）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書 

四半期連結剰余金計算書 

＜訂正前＞ 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日  
至 平成17年11月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,084,412

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １．新株予約権行使による 

新株式の発行 
 452,095 452,095

Ⅲ 資本剰余金第１四半期末  

残高 
 3,536,507

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △1,185,909

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １．第１四半期純利益  4,843 4,843

Ⅲ 利益剰余金第１四半期末  

残高 
 △1,181,065

  

＜訂正後＞  

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日  
至 平成17年11月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,084,412

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １．新株予約権行使による 

新株式の発行 
 452,095 452,095

Ⅲ 資本剰余金第１四半期末  

残高 
 3,536,507

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △1,316,409

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １．第1四半期純損失（△）  △90,156 △90,156

Ⅲ 利益剰余金第１四半期末  

残高 
 △1,406,565

  



 

四半期連結株主資本等変動計算書 

当第 1 四半期連結会計期間（自 平成 18 年９月１日 至 平成 18 年 11 月 30 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 18 年８月 31 日残高（千円） 3,261,859 3,536,567 △2,016,645 △14,570 4,767,211

第１四半期連結会計期間中の変動額      

 新株の発行（千円）       2,070           1,115             3,185

 第１四半期純利益（千円）       △595,095      △595,095

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）

（千円） 
     

第１四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
          2,070           1,115       △595,095             ―     △591,910

平成 18 年 11 月 30 日残高（千円）       3,263,929       3,537,682      △2,611,740 △14,570      4,175,301

 

 

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 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成 18 年８月 31 日残高（千円） 342,218 42,814 385,033   ―       56,470 5,208,715

第１四半期連結会計期間中の変動額       

 新株の発行（千円）          3,185

 第１四半期純利益（千円）      △595,095

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）

（千円） 
48,770 924       49,695     2,750 △7,568       44,876

第１四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
48,770      924       49,695 2,750    △7,568    △547,033

平成 18 年 11 月 30 日残高（千円） 390,989     43,739      434,728         2,750   48,902    4,661,682

 



 

＜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 18 年８月 31 日残高（千円） 3,261,859 3,536,567 △2,242,145 △14,570 4,541,711

第１四半期連結会計期間中の変動額      

 新株の発行（千円）       2,070           1,115   3,185

 第 1 四半期純損失（△）（千円）       △464,595  △464,595

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）

（千円） 
     

第１四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
          2,070           1,115     △464,595             ― △461,410

平成 18 年 11 月 30 日残高（千円）       3,263,929       3,537,682    △2,706,740 △14,570 4,080,301

 

 

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 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成 18 年８月 31 日残高（千円） 342,218 42,814 385,033   ―       56,470 4,983,215

第１四半期連結会計期間中の変動額       

 新株の発行（千円）          3,185

 第 1 四半期純損失（△）（千円）      △464,595

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）

（千円） 
48,770 924       49,695     2,750 △7,568       44,876

第１四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
48,770      924       49,695 2,750    △7,568 △416,533

平成 18 年 11 月 30 日残高（千円） 390,989     43,739      434,728         2,750   48,902 4,566,682

 



 

前連結会計年度（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８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 17 年８月 31 日残高（千円） 
2,806,28

7 
3,084,412 △1,185,909 △14,127 4,690,663

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行（千円） 455,571 452,155   907,726

 当期純損失（千円）   △830,735  △830,735

 自己株式の取得（千円）    △443      △443

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額（純額）（千円） 
    

連結会計年度中の変動額合計（千円） 455,571 452,155 △830,735 △443 76,547

平成 18 年８月 31 日残高（千円） 3,261,859 3,536,567 △2,016,645 △14,570 4,767,211

 

 
評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券

評価差額金 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成 17 年８月 31 日残高（千円） 187,063 41,550  228,613      ― 4,919,277

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行（千円）     907,726

 当期純損失（千円）     △830,735

 自己株式の取得（千円）     △443

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額（純額）（千円） 
155,154 1,264 156,419 56,470 212,889

連結会計年度中の変動額合計（千円） 155,154 1,264 156,419 56,470 289,437

平成 18 年８月 31 日残高（千円） 342,218 42,814 385,033 56,470 5,208,715

 



 

＜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 17 年８月 31 日残高（千円） 
2,806,28

7 
3,084,412 △1,316,409 △14,127 4,560,163

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行（千円） 455,571 452,155   907,726

 当期純損失（千円）   △925,735  △925,735

 自己株式の取得（千円）    △443 △443

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額（純額）（千円） 
    

連結会計年度中の変動額合計（千円） 455,571 452,155 △925,735 △443 △18,452

平成 18 年８月 31 日残高（千円） 3,261,859 3,536,567 △2,242,145 △14,570 4,541,711

 

 
評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券

評価差額金 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成 17 年８月 31 日残高（千円） 187,063 41,550  228,613      ― 4,788,777

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行（千円）     907,726

 当期純損失（千円）     △925,735

 自己株式の取得（千円）     △443

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額（純額）（千円） 
155,154 1,264 156,419 56,470 212,889

連結会計年度中の変動額合計（千円） 155,154 1,264 156,419 56,470 194,437

平成 18 年８月 31 日残高（千円） 342,218 42,814 385,033 56,470 4,983,215

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
＜訂正前＞ 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日
至 平成17年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前第１四半期純利益

又は税金等調整前第１四半期（当

期）純損失（△） 

 20,954 △603,011 △869,615

減価償却費  24,777 26,046 112,041

固定資産臨時償却費  ― ― 11,514

減損損失  ― ― 99,999

連結調整勘定償却額  4,114 ― 41,141

のれん償却額  ― 14,864 ―

貸倒引当金の増減額  △1,439 △1,839 1,747

賞与引当金の増減額  7,337 △3,670 △3,743

退職給付引当金の増減額  682 633 2,011

受取利息及び受取配当金  △994 △746 △4,215

支払利息  1,648 2,179 8,147

為替差損益  △453 △58 ―

新株発行費  3,277 ― ―

株式交付費  ― 14 3,278

投資有価証券売却益  ― △504 ―

投資有価証券売却損  ― 1,413 ―

投資有価証券評価損  ― 334,830 301,114

関係会社出資金評価損  ― ― 9,496

事務所移転費用  ― ― 7,131

売上債権の増減額  209,822 254,993 △39,678

たな卸資産の増減額  △20,122 △93,722 △75,935

仕入債務の増減額  △21,400 58,689 13,018

未収消費税等及び未払消費税等

の増減額 
 △2,150 △1,412 △13,918

その他  △61,471 75,683 △40,134

  小計  164,580 64,383 △436,597

利息及び配当金の受取額  994 669 4,059

利息の支払額  △1,493 △2,055 △8,649

法人税等の支払額  △144,958 △3,213 △166,201

法人税等の還付額  ― 13,553 ―

  営業活動によるキャッシュ・フロー  19,123 73,337 △607,388

後略 



 

＜訂正後＞ 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日
至 平成17年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前第１四半期（当期）

純損失（△） 
 △74,045 △472,511 △964,615

減価償却費  24,777 26,046 112,041

固定資産臨時償却費  ― ― 11,514

減損損失  ― ― 99,999

連結調整勘定償却額  4,114 ― 41,141

のれん償却額  ― 14,864 ―

貸倒引当金の増減額  △1,439 △1,839 1,747

賞与引当金の増減額  7,337 △3,670 △3,743

退職給付引当金の増減額  682 633 2,011

受取利息及び受取配当金  △994 △746 △4,215

支払利息  1,648 2,179 8,147

為替差損益  △453 △58 ―

新株発行費  3,277 ― ―

株式交付費  ― 14 3,278

投資有価証券売却益  ― △504 ―

投資有価証券売却損  ― 1,413 ―

投資有価証券評価損  ― 204,330 301,114

関係会社出資金評価損  ― ― 9,496

事務所移転費用  ― ― 7,131

売上債権の増減額  128,722 254,993 △170,178

たな卸資産の増減額  △20,122 △93,722 △75,935

仕入債務の増減額  △21,400 58,689 13,018

未収消費税等及び未払消費税等

の増減額 
 △2,150 △1,412 △13,918

預り金の増減額  174,505 0 222,923

その他  △59,877 75,683 △37,558

  小計  164,580 64,383 △436,597

利息及び配当金の受取額  994 669 4,059

利息の支払額  △1,493 △2,055 △8,649

法人税等の支払額  △144,958 △3,213 △166,201

法人税等の還付額  ― 13,553 ―

  営業活動によるキャッシュ・フロー  19,123 73,337 △607,388

後略 



 

注記事項 
 
（有価証券関係） 
＜訂正前＞ 

当第１四半期連結会計期間末（平成 18 年 11 月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（千円） 

四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

株式 288,460 947,690 659,230

合計 288,460 947,690 659,230

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

   非上場株式 1,597,431

   非上場転換社債型新株予約権付社債 20,000

（注）当第 1 四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について、334,830 千円の減損処

理を行っております。 

 

＜訂正後＞ 

当第１四半期連結会計期間末（平成 18 年 11 月 30 日） 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（千円） 

四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

株式 288,460 947,690 659,230

合計 288,460 947,690 659,230

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

   非上場株式 1,597,431

   非上場転換社債型新株予約権付社債 20,000

（注）当第 1 四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について、204,330 千円の減損処

理を行っております。 



 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

＜訂正前＞ 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 17 年９月１日 至 平成 17 年 11 月 30 日） 
 システムソ

リューショ

ン事業 
（千円） 

 
プロダクツ

事業 
（千円）

 
コンサルテ

ィング事業

（千円） 

サービス 
事業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円）

連結 
（千円）

売上高   

(1) 外部顧客に対

する売上高 
297,566 239,394 32,098 124,425 693,484 ― 693,484

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

1,311 ― ― 76 1,387 △1,387 ―

計 298,877 239,394 32,098 124,501 694,872 △1,387 693,484

営業費用 281,275 83,718 25,167 108,575 498,736 177,597 676,333

営業利益 17,602 155,675 6,931 15,925 196,135 △178,984 17,151

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 
なお、各事業に含まれるプロジェクトの性質が変化してきたことを考慮し、当連結会計年度よりコンテン

ツ＆ソリューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業からコン

サルティング事業へ事業区分の名称を変更しております。この変更による影響額はありません。 
     

２．各区分に属する主な事業内容 

事業区分 事業内容 

システムソリューション事

業 
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステム開発、サー

バ構築、運用等 

プロダクツ事業 

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にするユ

ーティリティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの集合体）、エンジ

ン（特定の処理を行う際の中心機能）といったソフトウエア、プロダク

ツとして提供する事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等 

コンサルティング事業 
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサービス展開を検

討している企業向けのコンサルティング及びシステム開発等 

サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供 

 

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 

 当第１四半期 
連結会計期間 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
177,597

 
当社の管理部門に係る費用であります。 

 
 
   
 
 
 



 

＜訂正後＞ 
  前第１四半期連結会計期間（自 平成 17 年９月１日 至 平成 17 年 11 月 30 日） 

 システムソ

リューショ

ン事業 
（千円） 

 
プロダクツ

事業 
（千円）

 
コンサルテ

ィング事業

（千円） 

サービス 
事業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円）

連結 
（千円）

売上高   

(1) 外部顧客に対

する売上高 
297,566 144,394 32,098 124,425 598,483 ― 598,484

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

1,311 ― ― 76 1,387 △1,387 ―

計 298,877 144,394 32,098 124,501 599,872 △1,387 598,484

営業費用 281,275 83,718 25,167 108,575 498,736 177,597 676,333

営業利益 17,602 60,675 6,931 15,925 101,135 △178,984 △77,848

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 
なお、各事業に含まれるプロジェクトの性質が変化してきたことを考慮し、当連結会計年度よりコンテン

ツ＆ソリューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業からコン

サルティング事業へ事業区分の名称を変更しております。この変更による影響額はありません。 
２．各区分に属する主な事業内容 

事業区分 事業内容 

システムソリューション事

業 
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステム開発、サー

バ構築、運用等 

プロダクツ事業 

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にするユ

ーティリティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの集合体）、エンジ

ン（特定の処理を行う際の中心機能）といったソフトウエア、プロダク

ツとして提供する事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等 

コンサルティング事業 
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサービス展開を検

討している企業向けのコンサルティング及びシステム開発等 

サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供 

 

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 

 当第１四半期 
連結会計期間 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
177,597

 
当社の管理部門に係る費用であります。 



 

  ＜訂正前＞ 
前連結会計年度（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 
 システムソ

リューショ

ン事業 
（千円） 

 
プロダクツ

事業 
（千円）

コンサルテ

ィング事業

（千円） 

サービス 
事業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円）

連結 
（千円）

売上高   

(1) 外部顧客に対

する売上高 
1,371,712 667,923 138,014 684,262 2,861,913 ― 2,861,913

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

7,627 19,000 ― 2,850 29,477 △29,477 ―

計 1,379,339 686,923 138,014 687,112 2,891,390 △29,477 2,861,913

営業費用 1,220,397 599,324 88,101 741,993 2,649,817 643,592 3,293,409

営業利益又は営業

損失（△） 
158,942 87,599 49,913 △54,881 241,573 △673,069 △431,495

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 
なお、各事業に含まれるプロジェクトの性質が変化してきたことを考慮し、当連結会計年度よりコンテン

ツ＆ソリューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業からコン

サルティング事業へ事業区分の名称を変更しております。この変更による影響額はありません。 
２．各区分に属する主な事業内容 

事業区分 事業内容 

システムソリューション事

業 
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステム開発、サー

バ構築、運用等 

プロダクツ事業 

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にするユ

ーティリティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの集合体）、エンジ

ン（特定の処理を行う際の中心機能）といったソフトウエア、プロダク

ツとして提供する事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等 

コンサルティング事業 
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサービス展開を検

討している企業向けのコンサルティング及びシステム開発等 

サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供 

 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用 

 当連結会計年度 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
654,069

 
当社の管理部門に係る費用であります。 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

＜訂正後＞ 
前連結会計年度（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 
 システムソ

リューショ

ン事業 
（千円） 

 
プロダクツ

事業 
（千円）

コンサルテ

ィング事業

（千円） 

サービス 
事業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円）

連結 
（千円）

売上高   

(1) 外部顧客に対

する売上高 
1,371,712 572,923 138,014 684,262 2,766,913 ― 2,766,913

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

7,627 19,000 ― 2,850 29,477 △29,477 ―

計 1,379,339 591,923 138,014 687,112 2,796,390 △29,477 2,766,913

営業費用 1,220,397 599,324 88,101 741,993 2,649,817 643,592 3,293,409

営業利益又は営業

損失（△） 
158,942 △7,400 49,913 △54,881 146,573 △673,069 △526,495

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 
なお、各事業に含まれるプロジェクトの性質が変化してきたことを考慮し、当連結会計年度よりコンテン

ツ＆ソリューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業からコン

サルティング事業へ事業区分の名称を変更しております。この変更による影響額はありません。 
２．各区分に属する主な事業内容 

事業区分 事業内容 

システムソリューション事

業 
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステム開発、サー

バ構築、運用等 

プロダクツ事業 

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にするユ

ーティリティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの集合体）、エンジ

ン（特定の処理を行う際の中心機能）といったソフトウエア、プロダク

ツとして提供する事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等 

コンサルティング事業 
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサービス展開を検

討している企業向けのコンサルティング及びシステム開発等 

サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供 

 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用 

 当連結会計年度 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
654,069

 
当社の管理部門に係る費用であります。 



 

（１株当たり情報） 
 ＜訂正前＞ 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

131,473.33円 102,643.56円 115,177.72円

１株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり第１四半期純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

108.76円 13,264.73円 18,595.51円

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額      103.10円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当た

り第１四半期純損失であるため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの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）１株当たり第１四半期純利益金額又は１株当たり第１四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当た

り第１四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日）

１株当たり第１四半期（当

期）純利益金額 
   

第１四半期純利益又は第

１四半期（当期）純損失

（△）（千円） 

4,843 △595,095 △830,735 

普通株主に帰属しない金

額（千円） 
― ― ― 

普通株式に係る第１四半

期純利益又は第１四半期

（当期）純損失（△） 

（千円） 

4,843 △595,095 △830,735 

普通株式の期中平均株式

数（株） 
44,537 44,863 44,674 

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期（当期）純利益

金額 

   

  第１四半期（当期）純利益

調整額 
― ― ― 

 普通株式増加数（株） 2,442 ― ― 

 （うち新株予約権（株）） （2,442） ― ― 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益又は

第１四半期（当期）純損失

の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

   ────── 

新株予約権４種類（新株予

約権の目的となる株式の

数2,470株） 

新株予約権４種類（新株予

約権の目的となる株式の数

2,670株） 

 



 

  ＜訂正後＞ 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

126,431.29円 100,528.36円 110,136.70円

１株当たり第１四半期純損失金額 １株当たり第１四半期純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

2,024.28円 10,355.87円 20,722.03円

なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、潜

在株式は存在するものの１株当たり

第１四半期純損失であるため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当た

り第１四半期純損失であるため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの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）１株当たり第１四半期純利益金額又は１株当たり第１四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当た

り第１四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日）

１株当たり第１四半期（当

期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純損

失（△）（千円） 
△90,156 △464,595 △925,735 

普通株主に帰属しない金

額（千円） 
― ― ― 

普通株式に係る第１四半

期純利益又は第１四半期

（当期）純損失（△） 

（千円） 

△90,156 △464,595 △925,735 

普通株式の期中平均株式

数（株） 
44,537 44,863 44,674 

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期（当期）純利益

金額 

   

  第１四半期（当期）純利益

調整額 
― ― ― 

 普通株式増加数（株） 2,442 ― ― 

 （うち新株予約権（株）） （2,442） ― ― 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益又は

第１四半期（当期）純損失

の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

   ────── 

新株予約権４種類（新株予

約権の目的となる株式の

数2,470株） 

新株予約権４種類（新株予

約権の目的となる株式の数

2,670株） 

 



 

 

 

 

平成19年８月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 
 
２．平成19年８月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年９月１日～平成18年11月30日） 
＜訂正前＞ 
 
(1) 経営成績の進捗状況                         （百万円未満切捨） 
 

 
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   ％

19年８月期第１四半期 192 （△44.7） △165 （ ― ） △161 （ ― ） △496 （ ― ）
18年８月期第１四半期 347 （△11.6） 13 （△47.8） 13 （△16.8） 7 （△14.2）
(参考)18年８月期 1,471 △218 △204 △610 

 

 
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

19年８月期第１四半期 △11,069    70 ―  ―

18年８月期第１四半期 172    87 163    88
(参考)18年８月期 △13,665    45 ―  ―

 (注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
 

(2) 財政状態の変動状況                          （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 

純資産 
 百万円 百万円 ％ 円    銭

19年８月期第１四半期 7,030 6,634 94.4 147,715    94
18年８月期第１四半期 7,810 7,588 97.2 169,667    40
(参考)18年８月期 7,391 7,079 95.8 158,250    73

 



 

 

 
＜訂正後＞ 
 
(1) 経営成績の進捗状況                         （百万円未満切捨） 
  
  

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   ％

19年８月期第１四半期 192 （△29.1） △165 （ ― ） △161 （ ― ） △366 （ ― ）
18年８月期第１四半期 271 （△31.0） △62 （ ― ） △62 （ ― ） △68    （ ― ）
(参考)18年８月期 1,395 △294 △280  △686 

  

  
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

19年８月期第１四半期 △8,160    84 ―  ―
18年８月期第１四半期 △1,533    58 ―  ―
(参考)18年８月期 △15,366    66 ―  ―

 (注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
 
 
(2) 財政状態の変動状況                                                  （百万円未満切捨）  

  総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 

純資産 
  百万円 百万円 ％ 円    銭

19年８月期第１四半期 7,030 6,558 93.3 146,023    78
18年８月期第１四半期 7,780 7,381 94.9 165,050    19
(参考)18年８月期 7,391 6,872 93.0 153,634    45

  
 
 



 

 

５．四半期財務諸表 

 （１）四半期貸借対照表 

 
＜訂正前＞ 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   1,763,439 1,400,327  1,339,500

  ２．受取手形   1,260 330  330

  ３. 売掛金   183,829 166,770  418,281

 ４．たな卸資産   57,966 44,274  42,940

 ５．その他 ※２  79,732 233,323  222,714

   貸倒引当金   △1,103 △1,002  △2,534

  流動資産合計   2,085,124 26.7 1,844,023 26.2  2,021,233 27.3

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※1  235,925 114,154  105,139

 ２．無形固定資産    

  （1）ソフトウェア  154,598 142,780 143,469 

  （2）その他  50,584 205,183 34,003 176,784 36,253 179,723

 ３．投資その他の資産    

  （1）投資有価証券  3,131,086 2,565,121 2,820,571 

（2）関係会社株式  1,450,000 1,475,000 1,450,000 

（3）関係会社社債  450,000 633,851 591,340 

 （4）その他  253,556 5,284,642 221,349 4,895,322 223,572 5,085,483

  固定資産合計   5,725,751 73.3 5,186,260 73,8  5,370,345 72.7

  資産合計   7,810,875 100.0 7,030,284 100.0  7,391,578 100.0

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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   37,806 89,921  47,964

 ２．未払法人税等   4,909 4,775  9,294

 ３．その他 ※２  29,927 35,228  22,755

  流動負債合計   72,643 0.9 129,925 1.8  80,014 1.1

Ⅱ 固定負債   150,027 265,993  232,534

  固定負債合計   150,027 1.9 265,993 3.8  232,534 3.1

  負債合計   222,671 2.8 395,918 5.6  312,549 4.2

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,261,679 41.8 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金   3,533,657 ―  ―

 ２．その他資本剰余金   2,850 ―  ―

  資本剰余金合計   3,536,507 45.3 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１． 第１四半期（当期） 

未処分利益 
  571,144 ―  ―

  利益剰余金合計   571,144 7.3 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  233,444 3.0 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △14,570 △0.2 ― ―  ― ―

  資本合計   7,588,204 97.2 ― ―  ― ―

  負債資本合計   7,810,875 100.0 ― ―  ― ―

    

 



 

 

 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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   ― 3,263,929  3,261,859

 ２．資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ― 3,534,832 3,533,717 

  (2) その他資本剰余金  ― 2,850 2,850 

   資本剰余金合計   ― 3,537,682  3,536,567

 ３. 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  ― △543,665 △47,045 

    利益剰余金合計   ― △543,665  △47,045

 ４. 自己株式   ― △14,570  △14,570

  株主資本合計   ― ― 6,243,376 88.8  6,736,811 91.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券 

評価差額金 
  ― 390,989  342,218

評価・換算差額等合 

計 
  ― ― 390,989 5.6  342,218 4.6

  純資産合計   ― 6,634,365 94.4  7,079,029 95.8

  負債純資産合計   ― ― 7,030，284 100.0  7,391,578 100.0

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
＜訂正後＞ 

    前第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）              

Ⅰ 流動資産              

１．現金及び預金     1,763,439   1,400,327    1,339,500  

  ２．受取手形     1,260   330    330  

  ３. 売掛金     153,429   166,770    418,281  

 ４．たな卸資産     57,966   44,274    42,940  

 ５．その他 ※２   79,732   233,323    222,714  

   貸倒引当金     △1,103   △1,002    △2,534  

  流動資産合計     2,054,724 26.4  1,844,023 26.2   2,021,233 27.3

Ⅱ 固定資産              

 １．有形固定資産 ※1   235,925   114,154    105,139  

 ２．無形固定資産              

  （1）ソフトウェア   154,598   142,780   143,469   

  （2）その他   50,584 205,183  34,003 176,784  36,253 179,723  

 ３．投資その他の資産              

  （1）投資有価証券   3,131,086   2,565,121   2,820,571   

（2）関係会社株式   1,450,000   1,475,000   1,450,000   

（3）関係会社社債   450,000   633,851   591,340   

 （4）その他   253,556 5,284,642  221,349 4,895,322  223,572 5,085,483  

  固定資産合計     5,725,751 73.6  5,186,260 73,8   5,370,345 72.7

  資産合計     7,780,475 100.0  7,030,284 100.0   7,391,578 100.0

               



 

 

  

     前第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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     37,806   89,921    47,964  

 ２．未払法人税等     4,909   4,775    9,294  

 ３．預り金     179,766   80,463    210,751  

 ４．その他 ※２   26,261   30,765    18,505  

  流動負債合計     248,743 3.2  205,925 2.9   286,514 3.9

Ⅱ 固定負債     150,027   265,993    232,534  

  固定負債合計     150,027 1.9  265,993 3.8   232,534 3.1

  負債合計     398,771 5.1  471,,918 6.7   519,049 7.0

               

（資本の部）              

Ⅰ 資本金     3,261,679 41.9  ― ―   ― ―

Ⅱ 資本剰余金              

 １．資本準備金     3,533,657   ―    ―  

 ２．その他資本剰余金     2,850   ―    ―  

  資本剰余金合計     3,536,507 45.5  ― ―   ― ―

Ⅲ 利益剰余金              

１． 第１四半期（当期） 

未処分利益 
    364,644   ―    ―  

  利益剰余金合計     364,644 4.7  ― ―   ― ―

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
    233,444 3.0  ― ―   ― ―

Ⅴ 自己株式     △14,570 △0.2  ― ―   ― ―

  資本合計     7,381,704 94.9  ― ―   ― ―

  負債資本合計     7,780,475 100.0  ― ―   ― ―

               

  



 

 

 

     前第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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     ―   3,263,929    3,261,859  

 ２．資本剰余金              

  (1) 資本準備金   ―   3,534,832   3,533,717   

  (2) その他資本剰余金   ―   2,850   2,850   

   資本剰余金合計     ―   3,537,682    3,536,567  

 ３. 利益剰余金              

  (1) その他利益剰余金              

    繰越利益剰余金   ―   △619,665   △253,545   

    利益剰余金合計     ―   △619,665    △253,545  

 ４. 自己株式     ―   △14,570    △14,570  

  株主資本合計     ― ―  6,167,376 87.7   6,530,311 88.4

Ⅱ 評価・換算差額等              

 １．その他有価証券 

評価差額金 
    ―   390,989    342,218  

評価・換算差額等合 

計 
    ― ―  390,989 5.6   342,218 4.6

  純資産合計     ―   6,558,365 93.3   6,872,529 93.0

  負債純資産合計     ― ―  7,030，284 100.0   7,391,578 100.0

               

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 （2）四半期損益計算書 
＜訂正前＞ 

  

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成18年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８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

（％）

Ⅰ 売上高   347,091 100.0 192,091 100.0  1,471,280 100.0

Ⅱ 売上原価   151,496 43.6 143,389 74.6  1,011,330 68.7

  売上総利益   195,595 56.4 48,701 25.4  459,949 31.3

Ⅲ 販売費及び一般管理 

  費 
  182,149 52.5 213,769 111.3  678,321 46.1

営業利益又は営業損 

失（△） 
  13,445 3.9 △165,067 △85.9  △218,371 △14.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,493 1.0 4,807 2.5  17,239 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,277 1.0 864 0.5  3,278 0.2

経常利益又は経常損 

失（△） 
  13,662 3.9 △161,124 △83.9  △204,410 △13.9

Ⅵ 特別利益   1,232 0.4 2,036 1.0  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※３  ― ― 336,243 175.0  430,764 29.3

税引前第１四半期 

純利益又は税引前 

第１四半期（当期） 

純損失（△） 

  14,894 4.3 △495,332 △257.9  △635,175 △43.2

  法人税、住民税及び 

  事業税 
 383 1,341 4,153 

  法人税等調整額  6,811 7,195 2.1 △54 1,287 0.6 △28,838 △24,684 △1.7

第１四半期純利益又 

は第１四半期（当期）

純損失（△） 

  7,699 2.2 △496,619 △258.5  △610,490 △41.5

  前期繰越利益   563,445 ―  ―

  第１四半期（当期） 

  未処分利益 
  571,144 ―  ―

    

 



 

 

 ＜訂正後＞ 

    
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成18年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８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

（％）

Ⅰ 売上高     271,091 100.0  192,091 100.0   1,395,280 100.0

Ⅱ 売上原価     151,496 55.9  143,389 74.6   1,011,330 72.5

  売上総利益     119,595 44.1  48,701 25.4   383,949 27.5

Ⅲ 販売費及び一般管理 

  費 
    182,149 67.2  213,769 111.3   678,321 48.6

営業損失（△）     △62,554 △23.1  △165,067 △85.9   △294,371 △21.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   3,493 1.3  4,807 2.5   17,239 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   3,277 1.2  864 0.5   3,278 0.2

経常損失（△）     △62,337 △23.0  △161,124 △83.9   △280,410 △20.1

Ⅵ 特別利益     1,232 0.5  2,036 1.0   ― ―

Ⅶ 特別損失 ※３   ― ―  205,743 107.0   430,764 30.9

税引前第１四半期

（当期）純損失（△） 
    △61,105 △22.5  △364,832 △189.9   △711,175 △51.0

  法人税、住民税及び 

  事業税 
  383   1,341   4,153   

  法人税等調整額   6,811 7,195 2.7 △54 1,287 0.7 △28,838 △24,684 △1.8

第１四半期（当期）

純損失（△） 
    △68,300 △25.2  △366,119 △190.6   △686,490 △49.2

  前期繰越利益     432,945   ―    ―  

  第１四半期未処分利

益 
    364,644   ―    ―  

               

  



 

 

 

（1） 四半期株主資本等変動計算書 
＜訂正前＞ 

当第１四半期会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成18年11月30日）        
 

株主資本 
評価・換算

差額等 

純資産 

合計 
資本金 

資本剰余金 
利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 
資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

その他

利益 

剰余金 

繰越利益

剰余金 

平成18年８月31日残高 

（千円） 
3,261,859 3,533,717 2,850 3,536,567 △47,045 △14,570 6,736,811 342,218 7,079,029

第１四半期会計期間中の

変動額 
   

新株の発行（千円） 2,070 1,115 1,115 3,185  3,185

第１四半期純損失 

（千円） 
 △496,619 △496,619  △496,619

株主資本以外の項目の

第１四半期会計期間中

の変動額（純額） 

（千円） 

  48,770 48,770

第１四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
2,070 1,115 ― 1,115 △496,619 ― △493,434 48,770 △444,664

平成18年11月30日残高 

（千円） 
3,263,929 3,534,832 2,850 3,537,682 △543,665 △14,570 6,243,376 390,989 6,634,365

 

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 
 

株主資本 
評価・換算

差額等 

純資産 

合計 
資本金 

資本剰余金 
利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 
資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

その他

利益 

剰余金 

繰越利益

剰余金 

平成17年８月31日残高 

（千円） 
2,806,287 3,081,562 2,850 3,084,412 563,445 △14,127 6,440,017 187,063 6,627,081

事業年度中の変動額     

新株の発行（千円） 455,571 452,155 452,155 907,726  907,726

当期純損失（千円）   △610,490 △610,490  △610,490

自己株式の取得（千円）   △443 △443  △443

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）（千円） 

   155,154 155,154

事業年度中の変動額合計

（千円） 
455,571 452,155 ― 452,155 △610,490 △443 296,793 155,154 451,948

平成18年８月31日残高 

（千円） 
3,261,859 3,533,717 2,850 3,536,567 △47,045 △14,570 6,736,811 342,218 7,079,029

 



 

 

  ＜訂正後＞ 

当第１四半期会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成18年11月30日） 
 

株主資本 

評価・換

算 

差額等 

純資産 

合計 

資本金 

資本剰余金 
利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 
資本 

準備金 

その

他資

本 

剰余

金 

資本 

剰余金

合計 

その他

利益 

剰余金 

繰越利益

剰余金 

平成18年８月31日残

高（千円） 
3,261,859 3,533,717 2,850 3,536,567 △253,545 △14,570 6,530,311 342,218 6,872,529

第１四半期会計期間

中の変動額 
             

新株の発行（千円） 2,070 1,115  1,115   3,185   3,185

第１四半期純損失 

（千円） 
      △366,119  △366,119   △366,119

株主資本以外の項

目の第１四半期会

計期間中の変動額

（純額） 

          48,770 48,770

第１四半期会計期間

中の変動額合計（千

円） 

2,070 1,115 ― 1,115 △366,119 ― △362,934 48,770 △314,164

平成18年11月30日残

高（千円） 
3,263,929 3,534,832 2,850 3,537,682 △619,665 △14,570 6,167,376 390,989 6,558,365

  
前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 
  

株主資本 

 評価・換

算 

差額等 

純資産 

合計 

資本金 

資本剰余金 
利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 
資本 

準備金 

その

他資

本 

剰余

金 

資本 

剰余金

合計 

その他

利益 

剰余金 

繰越利益

剰余金 

平成17年８月31日残

高（千円） 
2,806,287 3,081,562 2,850 3,084,412 432,945 △14,127 6,309,517 187,063 6,496,581

事業年度中の変動額              

新株の発行（千円） 455,571 452,155  452,155   907,726   907,726

当期純損失（千円）       △686,490  △686,490   △686,490

自己株式の取得（千

円） 
       △443 △443   △443

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額）（千円） 

          155,154 155,154

事業年度中の変動額合

計（千円） 
455,571 452,155 ― 452,155 △686,490 △443 220,793 155,154 375,948

平成18年８月31日残

高 
3,261,859 3,533,717 2,850 3,536,567 △253,545 △14,570 6,530,311 342,218 6,872,529

  



 

 

  

注記事項 
（四半期損益計算書関係） 

 
＜訂正前＞ 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       711千円 

   受取配当金      600千円 

   有価証券利息   1,687千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     新株発行費      3,277千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息     1,619千円 

有価証券利息   2,392千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   賃貸原価      850千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息     4,160千円 

有価証券利息   7,907千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     株式交付費     3,278千円 

※３     ──────  

 

※３ 特別損失の内訳 

   投資有価証券評価損 

          334,830千円 

 

※３ 特別損失の内訳 

     関係会社出資金評価損 

            9,496千円 

   固定資産除却損  8,639千円 

   固定資産臨時償却費 

           11,514千円 

   減損損失    99,999千円 

   投資有価証券評価損 

          301,114千円 

４ 減価償却実施額 

  有形固定資産    12,445千円 

無形固定資産   10,887千円 

４ 減価償却実施額 

   有形固定資産     9,620千円 

 無形固定資産   12,100千円 

４ 減価償却実施額 

   有形固定資産    51,877千円 

  無形固定資産   50,735千円 

 

  ＜訂正後＞ 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       711千円 

   受取配当金      600千円 

   有価証券利息   1,687千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     新株発行費      3,277千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息     1,619千円 

有価証券利息   2,392千円 

  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   賃貸原価      850千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息     4,160千円 

有価証券利息   7,907千円 

  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     株式交付費     3,278千円 

※３     ──────  

  

※３ 特別損失の内訳 

   投資有価証券評価損 

          204,330千円 

  

※３ 特別損失の内訳 

     関係会社出資金評価損 

            9,496千円 

   固定資産除却損  8,639千円 

   固定資産臨時償却費 

           11,514千円 

   減損損失    99,999千円 

   投資有価証券評価損 

          301,114千円 

４ 減価償却実施額 

  有形固定資産    12,445千円 

無形固定資産   10,887千円 

４ 減価償却実施額 

   有形固定資産     9,620千円 

 無形固定資産   12,100千円 

４ 減価償却実施額 

   有形固定資産    51,877千円 

  無形固定資産   50,735千円 

  



 

 

 
（１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

169,667.40円 147,715.94円 158,250.73円

１株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり第１四半期純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

172.87円 11,069.70円 13,665.45円

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額 

163.88円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当た

り第１四半期純損失であるため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの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）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日）

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年８月31日）

１株当たり第１四半期（当
期）純利益金額 

 

第１四半期純利益又は第
１四半期（当期）純損失
（△）（千円） 

7,699 △496,619 △610,490

普通株主に帰属しない金
額（千円） 

― ― ―

普通株式に係る第１四半
期純利益又は第１四半期
（当期）純損失（△） 
（千円） 

7,699 △496,619 △610,490

普通株式の期中平均株式
数（株） 

44,537 44,863 44,674

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期（当期）純利益
金額 

第１四半期（当期）純利
益調整額 

― ― ―

普通株式増加数（株） 2,442 ― ―

（うち新株予約権（株）） （2,442） （―） （―）

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり第１四半期（当期）純
利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

────── 

新株予約権４種類（目的と
なる株式の数2,470株） 

新株予約権４種類（目的
となる株式の数2,670
株） 

 



 

 

  ＜訂正後＞ 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

165,050.19円 146,023.78円 153,634.45円

１株当たり第１四半期純損失金額 １株当たり第１四半期純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

1,533.58円 8,160.84円 15,366.66円

なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当た

り第１四半期純損失であるため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当た

り第１四半期純損失であるため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの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）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日）

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年８月31日）

１株当たり第１四半期（当
期）純利益金額 

    

第１四半期（当期）純損
失（△）（千円） 

△68,300 △366,119 △686,490

普通株主に帰属しない金
額（千円） 

― ― ―

普通株式に係る第１四半
期（当期）純損失（△）
（千円） 

△68,300 △366,119 △686,490

普通株式の期中平均株式
数（株） 

44,537 44,863 44,674

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期（当期）純利益金
額 

   

第１四半期（当期）純利
益調整額 

― ― ―

普通株式増加数（株） 2,442 ― ―

（うち新株予約権（株）） （2,442） （―） （―）

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり第１四半期（当期）純
利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

────── 

新株予約権４種類（目的
となる株式の数2,470株）

新株予約権４種類（目的
となる株式の数2,670
株） 
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