
 

 

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３四半期財務・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 3 四半期財務・業績の概況（連結） 

 
２．平成 19 年８月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年９月１日～平成 19 年５月 31 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３四半期 1,653 （△19.0） △812 （ ― ） △815 （ ― ） △1,876 （ ― ）
18 年８月期第３四半期 2,042 （46.0） △253 （ ― ） △260 （ ― ） △281 （ ― ）
(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３四半期  △41,764  84   ―  ―

18 年８月期第３四半期 △6,314  29 ―  ―

(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３四半期につきましては、モバイル市場の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、受託開発偏重からの脱却を目指すた
め、グループの強みを生かせる開発分野に集中するとともに稼働率の向上、販管費の削減等により収
益回復の足がかりを築いている状況であります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 1,653 百万円（前年同期比 19.0％減）、経常損失は
815 百万円（前年同期は 260 百万円の損失）、第３四半期純損失は 1,876 百万円（前年同期は 281 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、受注環境は引き続き好調であります。開発者稼働率
の向上や札幌拠点の開発リソースの拡充を図ることにより、受注環境に即した効率的な開発体制の構
築に取り組んでいく方針であります。 
その中で、当事業の売上高は 814 百万円（前年同期比 15.8％減）、営業利益は 70 百万円（前年同期

比 21.7％減）となりました。 
 

（プロダクツ事業） 
当第３四半期においては、ソフトウェアプロダクトの販売体制の強化策を進めている状況でありま

す。当社グループとしましては、ニーズ調査や企画・マーケティング戦略の補強により、今後の商品力
強化の体制整備を図っていく方針であります。 

当第３四半期における当事業の売上高は 170 百万円（前年同期比 63.0％減）、営業損失は 234 百万
円（前年同期は 146 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 31 百万円（前年同期比 72.2％減）、営業利益は 1 百万円（前年同期比 95.3％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３四半期における当事業の売上高は 637 百万円（前年同期比 26.9％増）、
営業損失は 24 百万円（前年同期は 22 百万円の損失）となりました。売上高は堅調に増加しています
が、一段と増加基調が見込まれる携帯電話向けの広告需要に対応するため、当社グループは、当事業
の更なる体制強化を重要な経営課題として注力しており、その一環のエグゼクティブクラスの中途採
用費及び新入社員の教育研修等の一時的な費用の発生が集中したことが、当第３四半期の業績に影響
を与える結果となりました。 

 
(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３四半期 3,658 3,039 82.4 67,052  79
18 年８月期第３四半期 6,105 5,487 89.9 122,681    56
(参考)18 年８月期 5,941 5,208 86.7 115,177    72

 
 



 

＜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３四半期 1,653 （△15.1） △812 （ ― ） △815 （ ― ） △1,650 （ ― ）
18 年８月期第３四半期 1,947 （39.2） △348 （ ― ） △355 （ ― ） △376 （ ― ）
(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３四半期  △36,745  14   ―  ―

18 年８月期第３四半期 △8,441  71 ―  ―

(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３四半期につきましては、モバイル市場の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、受託開発偏重からの脱却を目指すた
め、グループの強みを生かせる開発分野に集中するとともに稼働率の向上、販管費の削減等により収
益回復の足がかりを築いている状況であります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 1,653 百万円（前年同期比 15.1％減）、経常損失は
815 百万円（前年同期は 355 百万円の損失）、第３四半期純損失は 1,650 百万円（前年同期は 376 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、受注環境は引き続き好調であります。開発者稼働率
の向上や札幌拠点の開発リソースの拡充を図ることにより、受注環境に即した効率的な開発体制の構
築に取り組んでいく方針であります。 
その中で、当事業の売上高は 814 百万円（前年同期比 15.8％減）、営業利益は 70 百万円（前年同期

比 21.7％減）となりました。 
 
（プロダクツ事業） 

当第３四半期においては、ソフトウェアプロダクトの販売体制の強化策を進めている状況でありま
す。当社グループとしましては、ニーズ調査や企画・マーケティング戦略の補強により、今後の商品力
強化の体制整備を図っていく方針であります。 

当第３四半期における当事業の売上高は 170 百万円（前年同期比 53.4％減）、営業損失は 234 百万
円（前年同期は 51 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 31 百万円（前年同期比 72.2％減）、営業利益は 1 百万円（前年同期比 95.3％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３四半期における当事業の売上高は 637 百万円（前年同期比 26.9％増）、
営業損失は 24 百万円（前年同期は 22 百万円の損失）となりました。売上高は堅調に増加しています
が、一段と増加基調が見込まれる携帯電話向けの広告需要に対応するため、当社グループは、当事業
の更なる体制強化を重要な経営課題として注力しており、その一環のエグゼクティブクラスの中途採
用費及び新入社員の教育研修等の一時的な費用の発生が集中したことが、当第３四半期の業績に影響
を与える結果となりました。 



 

 
(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３四半期 3,658 3,039 82.4 67,052  79
18 年８月期第３四半期 6,105 5,262 86.2 117,640    54
(参考)18 年８月期 5,941 4,983 83.9 110,136    70

 



 

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３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年５月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年５月31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   1,934,023 1,898,387   1,606,648

 ２．受取手形及び売

掛金 
  383,690 236,039   587,050

 ３．たな卸資産   150,478 329,050   127,710

 ４．その他   94,905 184,584   108,433

   貸倒引当金   △17,283 △3,332   △18,649

  流動資産合計   2,545,814 41.7 2,644,729 72.3  2,411,194 40.6

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産 ※  302,708 192,325   181,414

 ２．無形固定資産     

  （1）連結調整勘定  213,934 ―  205,706 

 （2）のれん  ― 17,473  ― 

 （3）その他  187,893 401,828 106,940 124,414  193,026 398,733

 ３．投資その他の資産     

  （1）投資有価証券  2,753,386 563,727  2,820,571 

 （2）その他  101,281  146,984  129,104 

    貸倒引当金  ― 2,854,667  △13,386 697,325  ― 2,949,675

  固定資産合計   3,559,204 58.3 1,014,065 27.7  3,529,823 59.4

  資産合計   6,105,018 100.0 3,658,795 100.0  5,941,017 100.0

      



 

 

  
前第３四半期 

連結会計期間末 
  （平成18年５月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年５月31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   169,527 168,241   144,608

２. 短期借入金   75,000 ―   90,000

 ３．１年内返済予定

長期借入金 
  30,288 28,264   30,288

 ４．賞与引当金   1,285 1,083   5,100

 ５．その他   96,759 267,036   103,622

  流動負債合計   372,860 6.1 464,624 12.7  373,618 6.3

Ⅱ 固定負債     

 １．長期借入金   97,235 68,971   89,663

 ２．退職給付引当金   16,882 18,707   16,667

 ３．その他   83,648 66,569   252,353

固定負債合計   197,766 3.2 154,247 4.2  358,683 6.0

  負債合計   570,627 9.3 618,871 16.9  732,302 12.3

（少数株主持分）     

  少数株主持分   46,477 0.8 ― ―  ― ―

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   3,261,859 53.4 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   3,536,567 57.9 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   △1,467,873 △24.0 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  123,779 2.0 ― ―  ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定   48,151 0.8 ― ―  ― ―

Ⅵ 自己株式   △14,570 △0.2 ― ―  ― ―

  資本合計   5,487,914 89.9 ― ―  ― ―

  負債、少数株主持

分及び資本合計 
  6,105,018 100.0 ― ―  ― ―

     

 

 



 

 

  
前第３四半期 

連結会計期間末 
  （平成18年５月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年５月31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   ― 3,264,579   3,261,859

２.資本剰余金   ― 3,537,949   3,536,567

３.利益剰余金   ― △3,892,846   △2,016,645

４.自己株式   ― △14,570   △14,570

  株主資本合計   ― ― 2,895,111 79.1  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 
  ― 78,941   342,218

２.為替換算調整勘定   ― 41,243   42,814

 評価・換算差額等合

計 
  ― ― 120,185 3.3  385,033 6.5

Ⅲ 新株予約権   ― ― 7,859 0.2  ― ―

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 16,766 0.5  56,470 1.0

  純資産合計   ― ― 3,039,923 83.1  5,208,715 87.7

  負債純資産合計   ― ― 3,658,795 100.0  5,941,017 100.0

     

 



 

  ＜訂正後＞ 
 

  
前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年５月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年５月31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   1,934,023 1,898,387   1,606,648

 ２．受取手形及び売

掛金 
  383,690 236,039   587,050

 ３．たな卸資産   150,478 329,050   127,710

 ４．その他   94,905 184,584   108,433

   貸倒引当金   △17,283 △3,332   △18,649

  流動資産合計   2,545,814 41.7 2,644,729 72.3  2,411,194 40.6

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産 ※  302,708 192,325   181,414

 ２．無形固定資産     

  （1）連結調整勘定  213,934 ―  205,706 

 （2）のれん  ― 17,473  ― 

 （3）その他  187,893 401,828 106,940 124,414  193,026 398,733

 ３．投資その他の資産     

  （1）投資有価証券  2,753,386 563,727  2,820,571 

 （2）その他  101,281  146,984  129,104 

    貸倒引当金  ― 2,854,667  △13,386 697,325  ― 2,949,675

  固定資産合計   3,559,204 58.3 1,014,065 27.7  3,529,823 59.4

  資産合計   6,105,018 100.0 3,658,795 100.0  5,941,017 100.0

      

 



 

 

  
前第３四半期 

連結会計期間末 
  （平成18年５月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年５月31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   169,527 168,241   144,608

２. 短期借入金   75,000 ―   90,000

 ３．１年内返済予定

長期借入金 
  30,288 28,264   30,288

 ４．預り金   235,547 ―   237,017

 ５．賞与引当金   1,285 1,083   5,100

 ６．その他   86,711 267,036   82,231

  流動負債合計   598,360 9.8 464,624 12.7  599,118 10.1

Ⅱ 固定負債     

 １．長期借入金   97,235 68,971   89,663

 ２．退職給付引当金   16,882 18,707   16,667

 ３．その他   83,648 66,569   252,353

固定負債合計   197,766 3.2 154,247 4.2  358,683 6.0

  負債合計   796,127 13.0 618,871 16.9  957,802 16.1

（少数株主持分）     

  少数株主持分   46,477 0.8 ― ―  ― ―

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   3,261,859 53.4 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   3,536,567 57.9 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   △1,693,373 △27.7 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  123,779 2.0 ― ―  ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定   48,151 0.8 ― ―  ― ―

Ⅵ 自己株式   △14,570 △0.2 ― ―  ― ―

  資本合計   5,262,414 86.2 ― ―  ― ―

  負債、少数株主持

分及び資本合計 
  6,105,018 100.0 ― ―  ― ―

     

 



 

 

  
前第３四半期 

連結会計期間末 
  （平成18年５月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年５月31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   ― 3,264,579   3,261,859

２.資本剰余金   ― 3,537,949   3,536,567

３.利益剰余金   ― △3,892,846   △2,242,145

４.自己株式   ― △14,570   △14,570

  株主資本合計   ― ― 2,895,111 79.1  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 
  ― 78,941   342,218

２.為替換算調整勘定   ― 41,243   42,814

 評価・換算差額等合

計 
  ― ― 120,185 3.3  385,033 6.5

Ⅲ 新株予約権   ― ― 7,859 0.2  ― ―

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 16,766 0.5  56,470 1.0

  純資産合計   ― ― 3,039,923 83.1  4,983,215 83.9

  負債純資産合計   ― ― 3,658,795 100.0  5,941,017 100.0

     

 

 



 

 （2）四半期連結損益計算書 

＜訂正前＞ 

  

前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
   至 平成18年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
  至 平成19年５月31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） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   2,042,511 100.0 1,653,688 100.0  2,861,913 100.0

Ⅱ 売上原価   1,386,258 67.9 1,154,058 69.8  2,007,711 70.2

売上総利益   656,252 32.1 499,629 30.2  854,202 29.8

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
※１  909,361 44.5 1,312,232 79.3  1,285,698 44.9

営業損失   253,108 △12.4 812,603 △49.1  431,495 △15.1

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  457 2,394  1,215 

 ２．受取配当金  600 ―  3,000 

 ３．為替差益  918 ―  1,071 

４. 受取事務手数料  ― 421  ― 

  ５. 還付加算金  ― 385  ― 

 ６．その他  1,605 3,580 0.2 441 3,642 0.2 1,573 6,861 0.2

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  5,957 5,809  8,147 

 ２．創立費償却  971 ―  971 

 ３. 新株発行費  3,278 ―  ― 

 ４. 株式交付費  ― 96  3,278 

 ５．その他  392 10,600 0.5 942 6,849 0.4 392 12,791 0.4

経常損失   260,128 △12.7 815,809 △49.3  437,425 △15.3

 



 

 

  

前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
   至 平成18年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
  至 平成19年５月31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） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  ― 1,930  ― 

２. 持分変動利益  9,000 ―  10,625 

 ３．投資有価証券売却 

益 
 ― 734,783  ― 

４. のれん売却益  ― 9,000 0.4 4,999 741,713 44.8 ― 10,625 0.4

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 2,654 ―  8,639 

２. 関係会社出資金 

  評価損 
 9,496 ―  9,496 

 ３．固定資産臨時償却 

  費 
※３ 11,514 4,850  11,514 

４．事務所移転費用  12,050 ―  12,050 

 ５．減損損失 ※４ ― 200,179  99,999 

６． 投資有価証券評価 

   損 
 ― 1,564,094  301,114 

７．投資有価証券売却 

  損 
 ― 1,413  ― 

８．棚卸資産廃棄損  ―    35,715 1.7 9,453 1,779,991 107.6 ― 442,815 15.5

税金等調整前第３

四半期（当期）純損

失 

  286,844 △14.0 1,854,087 △112.1  869,615 △30.4

法人税、住民税及び

事業税 
 13,687 4,768  6,192 

法人税等調整額  △17,044 △3,357 △0.2 58,985 63,753 3.9 △35,668 △29,475 △1.1

少数株主損失  

 

  1,522 0.0 41,638 2.5 

 

9,403 0.3

第３四半期（当期）

純損失 
 281,964 △13.8 1,876,201 △113.5 830,735 △29.0

     

 



 

＜訂正後＞  

  

前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
   至 平成18年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
  至 平成19年５月31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） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   1,947,511 100.0 1,653,688 100.0  2,766,913 100.0

Ⅱ 売上原価   1,386,258 71.2 1,154,058 69.8  2,007,711 72.6

売上総利益   561,252 28.8 499,629 30.2  759,202 27.4

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
※１  909,361 46.7 1,312,232 79.3  1,285,698 46.4

営業損失   348,108 △17.9 812,603 △49.1  526,495 △19.0

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  457 2,394  1,215 

 ２．受取配当金  600 ―  3,000 

 ３．為替差益  918 ―  1,071 

４. 受取事務手数料  ― 421  ― 

  ５. 還付加算金  ― 385  ― 

 ６．その他  1,605 3,580 0.2 441 3,642 0.2 1,573 6,861 0.3

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  5,957 5,809  8,147 

 ２．創立費償却  971 ―  971 

 ３. 新株発行費  3,278 ―  ― 

 ４. 株式交付費  ― 96  3,278 

 ５．その他  392 10,600 0.5 942 6,849 0.4 392 12,791 0.5

経常損失   355,128 △18.2 815,809 △49.3  532,425 △19.2

 



 

 

  

前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
   至 平成18年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
  至 平成19年５月31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） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  ― 1,930  ― 

２. 持分変動利益  9,000 ―  10,625 

 ３．投資有価証券売却 

益 
 ― 734,783  ― 

４. のれん売却益  ― 9,000 0.4 4,999 741,713 44.8 ― 10,625 0.3

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 2,654 ―  8,639 

２. 関係会社出資金 

  評価損 
 9,496 ―  9,496 

 ３．固定資産臨時償却 

  費 
※３ 11,514 4,850  11,514 

４．事務所移転費用  12,050 ―  12,050 

 ５．減損損失 ※４ ― 200,179  99,999 

６． 投資有価証券評価 

   損 
 ― 1,338,594  301,114 

７．投資有価証券売却 

  損 
 ― 1,413  ― 

８．棚卸資産廃棄損  ―    35,715 1.8 9,453 1,554,491 94.0 ― 442,815 16.0

税金等調整前第３

四半期（当期）純損

失 

  381,844 △19.6 1,628,587 △98.4  964,615 △34.9

法人税、住民税及び

事業税 
 13,687 4,768  6,192 

法人税等調整額  △17,044 △3,357 △0.2 58,985 63,753 3.9 △35,668 △29,475 △1.1

少数株主損失  

 

  1,522 0.0 41,638 2.5 

 

9,403 0.3

第３四半期（当期）

純損失 
 376,964 △19.4 1,650,701 △99.8 925,735 △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３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日  
至 平成18年５月31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 
 452,155 452,155

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末  

残高 
 3,536,567

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △1,185,909

Ⅱ 利益剰余金減少高  

 １．第３四半期純損失  281,964 281,964

Ⅲ 利益剰余金第３四半期末  

残高 
 △1,467,873

  

＜訂正後＞ 

  

前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日  
至 平成18年５月31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 
 452,155 452,155

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末  

残高 
 3,536,567

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △1,316,409

Ⅱ 利益剰余金減少高  

 １．第３四半期純損失  376,964 376,964

Ⅲ 利益剰余金第３四半期末  

残高 
 △1,693,373

  



 

四半期連結株主資本等変動計算書 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年５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 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３四半期連結会計期間中の変動額      

 新株の発行（千円）  2,720           1,381             4,101

 第３四半期純損失（千円）   △1,876,201  △1,876,201

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）

（千円） 
     

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
2,720           1,381 △1,876,201           ― △1,872,099

平成 19 年５月 31 日残高（千円） 3,264,579      3,537,949 △3,892,846 △14,570      2,895,111

 

 

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３四半期連結会計期間中の変動額       

 新株の発行（千円）      4,101

 第３四半期純損失（千円）      △1,876,201

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）

（千円） 
△263,277 △1,571 △264,848 7,859 △39,703 △296,691

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
△263,277 △1,571 △264,848 7,859 △39,703 △2,168,791

平成 19 年５月 31 日残高（千円） 78,941 41,243 120,185 7,859 16,766 3,039,923

 



 

  ＜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３四半期連結会計期間中の変動額           

 新株の発行（千円） 2,720           1,381               4,101

 第３四半期純損失（千円）     △1,650,701   △1,650,701

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）

（千円） 
          

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
2,720           1,381 △1,650,701           ― △1,646,599

平成 19 年５月 31 日残高（千円） 3,264,579 3,537,949 △3,892,846 △14,570 2,895,111

  

  

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３四半期連結会計期間中の変動額             

 新株の発行（千円）           4,101

 第３四半期純損失（千円）           △1,650,701

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）

（千円） 
△263,277 △1,571 △264,848 7,859 △39,703 △296,691

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
△263,277 △1,571 △264,848 7,859 △39,703 △1,943,291

平成 19 年５月 31 日残高（千円） 78,941 41,243 120,185      7,859 16,766 3,039,923

  



 

 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） 2,806,287 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３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日
至 平成18年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31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３四半期（当期）

純損失（△） 
 △286,844 △1,854,087 △869,615

減価償却費  83,005 79,179 112,041

固定資産臨時償却費  11,514 4,850 11,514

減損損失  ― 200,179 99,999

連結調整勘定償却額  32,913 ― 41,141

のれん償却額  ― 43,647 ―

貸倒引当金の増減額  382 △1,930 1,747

賞与引当金の増減額  △7,557 △4,017 △3,743

退職給付引当金の増減額  2,227 2,039 2,011

受取利息及び受取配当金  △1,294 △2,394 △4,215

支払利息  5,957 5,809 8,147

新株発行費  3,278 ― ―

株式交付費  ― 96 3,278

のれん売却益  ― △4,999 ―

投資有価証券売却益  ― △734,783 ―

投資有価証券売却損  ― 1,413 ―

投資有価証券評価損  ― 1,564,094 301,114

関係会社出資金評価損  9,496 ― 9,496

事務所移転費用  7,131 ― 7,131

売上債権の増減額  163,680 337,623 △39,678

たな卸資産の増減額  △98,609 △201,101 △75,935

仕入債務の増減額  37,937 23,633 13,018

未収消費税等及び未払消費税等

の増減額 
 △14,470 △7,719 △13,918

その他  △80,870 144,601 △40,134

  小計  △132,123 △403,864 △436,597

利息及び配当金の受取額  1,215 2,472 4,059

利息の支払額  △6,501 △5,296 △8,649

法人税等の支払額  △165,457 △3,523 △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  △302,866 △396,657 △607,388

 

後略 



 

  ＜訂正後＞ 

    

前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日
至 平成18年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31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３四半期（当期）

純損失（△） 
  △381,844 △1,628,587 △964,615

減価償却費   83,005 79,179 112,041

固定資産臨時償却費   11,514 4,850 11,514

減損損失   ― 200,179 99,999

連結調整勘定償却額   32,913 ― 41,141

のれん償却額   ― 43,647 ―

貸倒引当金の増減額   382 △1,930 1,747

賞与引当金の増減額   △7,557 △4,017 △3,743

退職給付引当金の増減額   2,227 2,039 2,011

受取利息及び受取配当金   △1,294 △2,394 △4,215

支払利息   5,957 5,809 8,147

新株発行費   3,278 ― ―

株式交付費   ― 96 3,278

のれん売却益   ― △4,999 ―

投資有価証券売却益   ― △734,783 ―

投資有価証券売却損   ― 1,413 ―

投資有価証券評価損   ― 1,338,594 301,114

関係会社出資金評価損   9,496 ― 9,496

事務所移転費用   7,131 ― 7,131

売上債権の増減額   33,180 337,623 △170,178

たな卸資産の増減額   △98,609 △201,101 △75,935

仕入債務の増減額   37,937 23,633 13,018

未収消費税等及び未払消費税等

の増減額 
  △14,470 △7,719 △13,918

預り金の増減額   221,454 ― 222,923

その他   △76,824 144,601 △37,558

  小計   △132,123 △403,864 △436,597

利息及び配当金の受取額   1,215 2,472 4,059

利息の支払額   △6,501 △5,296 △8,649

法人税等の支払額   △165,457 △3,523 △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   △302,866 △396,657 △607,388

 
後略 



 

注記事項 
（有価証券関係） 
 
＜訂正前＞ 

当第３四半期連結会計期間末（平成 19 年５月 31 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 25,540 158,640 133,100

合計 25,540 158,640 133,100

（注）当第３四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、16,920 千円の減損処理

を行っております。 

 

 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 385,087

   非上場転換社債型新株予約権付社債 20,000

（注）当第３四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、1,547,174 千円の減損

処理を行っております。 

 

＜訂正後＞ 

当第３四半期連結会計期間末（平成 19 年５月 31 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 25,540 158,640 133,100

合計 25,540 158,640 133,100

（注）当第３四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、16,920 千円の減損処理

を行っております。 

 

 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 385,087

   非上場転換社債型新株予約権付社債 20,000

（注）当第３四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、1,321,674 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３四半期連結会計期間（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年５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 
967,275 460,472 112,299 502,464 2,042,511 ― 2,042,511

(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 974,902 479,472 112,299 505,314 2,071,988 △29,477 2,042,511

営業費用 884,983 333,097 71,713 528,231 1,818,026 477,594 2,295,620

営業利益又は営業

損失（△） 
89,919 146,374 40,585 △22,916 253,962 △507,071 △253,108

（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３四半期 
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 
488,071

 
当社の管理部門に係る費用であります。 

 



 

  ＜訂正後＞ 
  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 
967,275 365,472 112,299 502,464 1,947,511 ― 1,947,511

(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 974,902 384,472 112,299 505,314 1,976,988 △29,477 1,947,511

営業費用 884,983 333,097 71,713 528,231 1,818,026 477,594 2,295,620

営業利益又は営業

損失（△） 
89,919 51,374 40,585 △22,916 158,962 △507,071 △348,108

（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３四半期 
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 
488,071

 
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＞ 

  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。 

 



 

 ＜訂正前＞ 
（１株当たり情報） 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年５月31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 

122,681.56円 67,052.79円 115,177.72円

１株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

6,314.29円 41,764.84円 18,595.51円

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四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３四半期純損失であるため記載

しておりません。 

同左 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３四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年５月31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３四半期（当

期）純損失金額 
   

第３四半期（当期）純損

失（千円） 
281,964 1,876,201 830,735 

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（当期）純損失 

（千円） 

281,964 1,876,201 830,735 

普通株式の期中平均株式

数（株） 
44,655 44,923 44,674 

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３四半期（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（新株

予約権の目的となる株式

の数2,720株） 

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,396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３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年５月31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 

117,640.54円 67,052.79円 110,136.70円

１株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

8,441.71円 36,745.14円 20,772.03円

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四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３四半期純損失であるため記載

しておりません。 

同左 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３四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前第３四半期連結会計期間

（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年５月31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３四半期（当

期）純損失金額 
      

第３四半期（当期）純損

失（千円） 
376,964 1,650,701 925,735 

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（当期）純損失 

（千円） 

376,964 1,650,701 925,735 

普通株式の期中平均株式

数（株） 
44,655 44,923 44,674 

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３四半期（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（新株

予約権の目的となる株式

の数2,720株） 

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,396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３四半期財務・業績の概況（個別） 
 
２．平成19年８月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年９月１日～平成19年５月31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３四半期 583 （△39.8） △459 （ ― ） △453 （ ― ） △3,629 （ ― ）
18年８月期第３四半期 970 （△13.0） △149 （ ― ） △141 （ ― ） △154 （ ― ）
(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３四半期 △80,786    34 ―  ―

18年８月期第３四半期 △3,456    10 ―  ―

(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３四半期 3,406 3,190 93.7 70,953    10
18年８月期第３四半期 7,457 7,316 98.1 163,564    92
(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３四半期 583 （△34.7） △459 （ ― ） △453 （ ― ） △3,422 （ ― ）
18年８月期第３四半期 894 （△19.8） △225 （ ― ） △217 （ ― ） △230 （ ― ）
(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３四半期 △76,189    58 ―  ―
18年８月期第３四半期 △5,158    04 ―  ―
(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３四半期 3,406 3,190 93.7 70,953    10
18年８月期第３四半期 7,457 7,110 95.3 158,948    64
(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３四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年５月31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   1,609,196 1,749,851  1,339,500

  ２．受取手形   ― ―  330

  ３. 売掛金   191,202 49,941  418,281

 ４．たな卸資産   90,531 53,274  42,940

 ５．関係会社短期貸

付金 
  ― 364,000  140,000

 ６．その他 ※２  202,196 69,242  82,714

   貸倒引当金   △1,147 △299  △2,534

  流動資産合計   2,091,980 28.1 2,286,012 67.1  2,021,233 27.3

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※1  221,098 97,939  105,139

 ２．無形固定資産   177,494 89,241  179,723

 ３．投資その他の資

産 
   

  （1）投資有価証券  2,753,386 563,727 2,820,571 

（2）関係会社株式  1,450,000 166,265 1,450,000 

（3）関係会社社債  544,064 ― 591,340 

 （4）関係会社長期

貸付金 
 ― 185,000  ―   

 （5）その他  219,869 88,746 223,572  

       貸倒引当金  ― 4,967,319 △70,368 933,370 ― 5,085,483  

  固定資産合計   5,365,912 71.9 1,120,551 32.9  5,370,345 72.7

  資産合計   7,457,892 100.0 3,406,563 100.0  7,391,578 100.0

    



 

 

 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年５月31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   45,466 17,962  47,964

 ２．未払法人税等   5,124 9,265  9,294

 ３．その他   21,823 58,731  22,755

  流動負債合計   72,414 1.0 85,959 2.5  80,014 1.1

Ⅱ 固定負債    232,534

 １．関係会社事業損失

引当金 
  ― 75,755  ―

 ２．その他   68,728 54,158  232,534

  固定負債合計   68,728 0.9 129,914 3.8  232,534 3.1

  負債合計   141,143 1.9 215,873 6.3  312,549 4.2

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,261,859 43.7 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金   3,533,717 ―  ―

 ２．その他資本剰余金   2,850 ―  ―

  資本剰余金合計   3,536,567 47.4 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１．第３四半期（当期）

未処分利益 
  409,112 ―  ―

  利益剰余金合計   409,112 5.5 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  123,779 1.7 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △14,570 △0.2 ― ―  ― ―

  資本合計   7,316,749 98.1 ― ―  ― ―

  負債資本合計   7,457,892 100.0 ― ―  ― ―

    

 



 

 

 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年５月31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   ― 3,264,579  3,261,859

 ２．資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ― 3,535,099 3,533,717 

  (2) その他資本剰

余金 
 ― 2,850 2,850 

   資本剰余金合

計 
  ― 3,537,949  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 
 ― △3,676,209 △47,045 

     利益剰余金合 

 計 
  ― △3,676,209  △47,045

 ４. 自己株式   ― △14,570  △14,570

  株主資本合計   ― ― 3,111,748 91.4  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 
  ― 78,941  342,218

評価・換算差額等

合計 
  ― ― 78,941 2.3  342,218 4.6

  純資産合計   ― 3,190,690 93.7  7,079,029 95.8

  負債純資産合計   ― ― 3,406,563 100.0  7,391,578 100.0

    



 

 

＜訂正後＞  
 

 

 
 

前第３四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年５月31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   1,609,196 1,749,851  1,339,500

  ２．受取手形   ― ―  330

  ３. 売掛金   191,202 49,941  418,281

 ４．たな卸資産   90,531 53,274  42,940

 ５．関係会社短期貸

付金 
  ― 364,000  140,000

 ６．その他 ※２  202,196 69,242  82,714

   貸倒引当金   △1,147 △299  △2,534

  流動資産合計   2,091,980 28.1 2,286,012 67.1  2,021,233 27.3

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※1  221,098 97,939  105,139

 ２．無形固定資産   177,494 89,241  179,723

 ３．投資その他の資

産 
   

  （1）投資有価証券  2,753,386 563,727 2,820,571 

（2）関係会社株式  1,450,000 166,265 1,450,000 

（3）関係会社社債  544,064 ― 591,340 

 （4）関係会社長期

貸付金 
 ― 185,000  ―   

 （5）その他  219,869 88,746 223,572  

       貸倒引当金  ― 4,967,319 △70,368 933,370 ― 5,085,483  

  固定資産合計   5,365,912 71.9 1,120,551 32.9  5,370,345 72.7

  資産合計   7,457,892 100.0 3,406,563 100.0  7,391,578 100.0

    

 



 

 

 

    前第３四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年５月31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     45,466   17,962    47,964  

 ２．未払法人税等     5,124   9,265    9,294  

 ３．預り金     210,530   ―    210,751  

 ４．その他     17,793   58,731    18,505  

  流動負債合計     278,914 3.8  85,959 2.5   286,514 3.9

Ⅱ 固定負債            232,534  

 １．関係会社事業損

失引当金 
    ―   75,755    ―  

 ２．その他     68,728   54,158    232,534  

  固定負債合計     68,728 0.9  129,914 3.8   232,534 3.1

  負債合計     347,643 4.7  215,873 6.3   519,049 7.0

               

（資本の部）              

Ⅰ 資本金     3,261,859 43.7  ― ―   ― ―

Ⅱ 資本剰余金              

 １．資本準備金     3,533,717   ―    ―  

 ２．その他資本剰余

金 
    2,850   ―    ―  

  資本剰余金合計     3,536,567 47.4  ― ―   ― ―

Ⅲ 利益剰余金              

１．第３四半期（当期）

未処分利益 
    202,612   ―    ―  

  利益剰余金合計     202,612 2.7  ― ―   ― ―

Ⅳ その他有価証券

評価差額金 
    123,779 1.7  ― ―   ― ―

Ⅴ 自己株式     △14,570 △0.2  ― ―   ― ―

  資本合計     7,110,249 95.3  ― ―   ― ―

  負債資本合計     7,457,892 100.0  ― ―   ― ―

               

  



 

 

  

    前第３四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年５月31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     ―   3,264,579     3,261,859  

 ２．資本剰余金               

  (1) 資本準備金   ―   3,535,099    3,533,717   

  (2) その他資本剰余

金 
  ―   2,850    2,850   

   資本剰余金合計     ―   3,537,949     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 
  ―   △3,676,209    △253,545   

     利益剰余金合 

 計 
    ―   △3,676,209     △253,545  

 ４. 自己株式     ―   △14,570     △14,570  

  株主資本合計     ― ―  3,111,748 91.4   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 
    ―   78,941     342,218  

評価・換算差額等合

計 
    ― ―  78,941 2.3   342,218 4.6

  純資産合計     ―   3,190,690 93.7   6,872,529 93.0

  負債純資産合計     ― ―  3,406,563 100.0   7,391,578 100.0

                

  



 

 

 （2）四半期損益計算書 

＜訂正前＞ 

  

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年５月31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） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   970,045 100.0 583,659 100.0  1,471,280 100.0

Ⅱ 売上原価   613,964 63.3 409,744 70.2  1,011,330 68.7

  売上総利益   356,080 36.7 173,915 29.8  459,949 31.3

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 
  505,340 52.1 633,396 108.5  678,321 46.1

営業損失   149,259 △15.4 459,481 △78.7  218,371 △14.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  11,174 1.1 8,218 1.4  17,239 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,278 0.3 2,251 0.4  3,278 0.2

経常損失   141,364 △14.6 453,514 △77.7  204,410 △13.9

Ⅵ 特別利益 ※３  1,188 0.1 742,018 127.1  ― ―

Ⅶ 特別損失 
※４，

５ 
 23,665 2.4 3,860,771 661.4  430,764 29.3

税引前第３四半

期（当期）純損

失 

  163,842 △16.9 3,572,267 △612.0  635,175 △43.2

  法人税、住民税

及び事業税 
 2,645 3,757 4,153 

  法人税等調整額  △12,155 △9,509 △1.0 53,139 56,897 9.8 △28,838 △24,684 △1.7

第３四半期 

（当期）純損失 
  154,332 △15.9 3,629,164 △621.8  610,490 △41.5

  前期繰越利益   563,445 ―  ―

  第３四半期 

（当期）未処分

利益 

  409,112 ―  ―

    

 



 

 

  ＜訂正後＞ 

    
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年５月31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） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高     894,045 100.0  583,659 100.0   1,395,280 100.0

Ⅱ 売上原価     613,964 68.7  409,744 70.2   1,011,330 72.5

  売上総利益     280,080 31.3  173,915 29.8   383,949 27.5

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 
    505,340 56.5  633,396 108.5   678,321 48.6

営業損失     225,259 △25.2  459,481 △78.7   294,371 △21.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   11,174 1.2  8,218 1.4   17,239 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   3,278 0.3 2,251 0.4   3,278 0.2

経常損失     217,364 △24.3  453,514 △77.7   280,410 △20.1

Ⅵ 特別利益 ※３   1,188 0.1  742,018 127.1   ― ―

Ⅶ 特別損失 
※４，

５ 
  23,665 2.6  3,654,271 626.0   430,764 30.9

税引前第３四半

期（当期）純損

失 

    239,842 △26.8  3,365,767 △576.6   711,175 △51.0

  法人税、住民税

及び事業税 
  2,645   3,757   4,153   

  法人税等調整額   △12,155 △9,509 △1.0 53,139 56,897 9.8 △28,838 △24,684 △1.8

第３四半期 

（当期）純損失 
    230,332 △25.8  3,422,664 △586.4   686,490 △49.2

  前期繰越利益     432,945   ―    ―  

  第３四半期 

（当期）未処分

利益 

    202,612   ―    ―  

               

  



 

 

 

 （3）四半期株主資本等変動計算書 

 

当第３四半期会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年５月31日） 

＜訂正前＞ 

 
 

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３四半期会

計期間中の変

動額 

    

新株の発行

（千円） 
2,720 1,381 1,381 4,101  4,101

第３四半期

純損失（千

円） 

  △3,629,164 △3,629,164  △3,629,164

株主資本以

外の項目の

第３四半期

会計期間中

の 変 動 額

（ 純 額 ）

（千円）

   △263,277 △263,277

第３四半期会

計期間中の変

動額合計（千

円） 

2,720 1,381 ― 1,381 △3,629,164 ― △3,625,062 △263,277 △3,888,339

平成19年５月

31日残高（千

円） 

3,264,579 3,535,099 2,850 3,537,949 △3,676,209 △14,570 3,111,748 78,941 3,190,690

 



 

 

  ＜訂正後＞ 
  

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３四半期会

計期間中の変

動額 

             

新株の発行

（千円） 
2,720 1,381  1,381   4,101   4,101

第３四半期

純損失（千

円） 

      △3,422,664  △3,422,664   △3,422,664

株主資本以

外の項目の

第３四半期

会計期間中

の 変 動 額

（ 純 額 ）

（千円）

          △263,277 △263,277

第３四半期会

計期間中の変

動額合計（千

円） 

2,720 1,381 ― 1,381 △3,442,664 ― △3,418,562 △263,277 △3,681,839

平成19年５月

31日残高（千

円） 

3,264,579 3,535,099 2,850 3,537,949 △3,676,209 △14,570 3,111,748 78,941 3,190,690

  



 

 

 前事業年度（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 
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＞ 
  

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（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

  
 



 

 

注記事項 
（四半期損益計算書関係） 

＜訂正前＞ 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年５月31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     2,852千円 

   受取配当金      600千円 

   有価証券利息   5,665千円 

   為替差益      958千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     新株発行費      3,278千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息     5,900千円 

設備負担金       1,322千円 

 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   賃貸原価      2,154千円 

※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 特別利益の内訳 

     貸倒引当金戻入益 1,188千円 

      

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 2,235千円 

     投資有価証券売却益 

          734,783千円 

     のれん売却益     4,999千円 

※３     ──────  

 

※４ 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   2,654千円 

固定資産臨時償却費 

                     11,514千円 

 

※４ 特別損失の内訳 

     固定資産臨時償却費 

                      4,850千円 

減損損失        31,499千円 

貸倒損失        12,861千円 

関係会社事業損失引当金繰入 

額             775,682千円 

関係会社株式評価損 

             1,400,000千円 

投資有価証券評価損 

                  1,564,094千円 

   投資有価証券売却損 

            1,413千円 

     貸倒引当金繰入額 

70,368千円 

※４ 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 

 



 

 

＜訂正後＞ 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年５月31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     2,852千円 

   受取配当金      600千円 

   有価証券利息   5,665千円 

   為替差益      958千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     新株発行費      3,278千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息     5,900千円 

設備負担金       1,322千円 

 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   賃貸原価      2,154千円 

※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 特別利益の内訳 

     貸倒引当金戻入益 1,188千円 

      

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 2,235千円 

     投資有価証券売却益 

          734,783千円 

     のれん売却益     4,999千円 

※３     ──────  

 

※４ 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   2,654千円 

固定資産臨時償却費 

                     11,514千円 

 

※４ 特別損失の内訳 

     固定資産臨時償却費 

                      4,850千円 

減損損失        31,499千円 

貸倒損失        12,861千円 

関係会社事業損失引当金繰入 

額             775,682千円 

関係会社株式評価損 

             1,400,000千円

投資有価証券評価損 

                  1,357,594千円 

   投資有価証券売却損 

            1,413千円

貸倒引当金繰入額 

70,368千円 

※４ 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 



 

 

 （１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年５月31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 

163,564.92円 70,953.10円 158,250.73円

１株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

3,456.10円 80,786.34円 13,665.45円

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四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３四半期純損失であるため記載

しておりません。 

同左 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３四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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３四半期会計期間 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31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３四半期（当
期）純損失金額 

 

第３四半期（当期）純損
失（千円） 

154,332 3,629,164 610,490

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（当期）純損失（千円） 154,332 3,629,164 610,490

普通株式の期中平均株式
数（株） 

44,655 44,923 44,674

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３四半期（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（新株予
約権の目的となる株式の
数2,720株） 

新株予約権４種類（新株
予約権の目的となる株式
の数2,396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３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年５月31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 

158,948.64円 70,953.10円 153,634.45円

１株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

5,158.04円 76,189.58円 15,366.66円

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四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３四半期純損失であるため記載

しておりません。 

同左 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３四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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３四半期会計期間 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31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３四半期（当
期）純損失金額 

    

第３四半期（当期）純損
失（千円） 

230,332 3,422,664 686,490

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（当期）純損失（千円） 230,332 3,422,664 686,490

普通株式の期中平均株式
数（株） 

44,655 44,923 44,674

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３四半期（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（新株
予約権の目的となる株式
の数2,720株） 

新株予約権４種類（新株
予約権の目的となる株式
の数2,396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） 
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