
 

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 20 年８月期中間決算短信」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。 



  

（百万円未満切捨て）

１．平成20年２月中間期の連結業績（平成19年９月１日～平成20年２月29日） 

 ＜訂正前＞ 

  

＜訂正後＞  

  

  

  平成20年８月期 中間決算短信 

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月中間期  1,337  20.4 △555 ― △553 ―  △632 ―

19年２月中間期  1,110  △12.9 △540 ― △541 ―  △1,594 ―

19年８月期  2,600       △997       △1,002        △2,004      

  
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

  円 銭 円 銭

20年２月中間期  △14,051  37 ― ―

19年２月中間期  △35,517  98 ― ―

19年８月期  △44,592  63 ― ―

（参考）持分法投資損益 20年２月中間期 ―百万円 19年２月中間期 ―百万円 19年８月期 ― 百万円

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月中間期  1,337  20.4 △555 ― △553 ―  △632 ―

19年２月中間期  1,110  △5.9 △540 ― △541 ―  △1,369 ―

19年８月期  2,600       △997       △1,002        △1,778      

  
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

  円 銭 円 銭

20年２月中間期  △14,051  37 ― ―

19年２月中間期  △30,495  71 ― ―

19年８月期  △39,575  50 ― ―

（参考）持分法投資損益 20年２月中間期 ―百万円 19年２月中間期 ―百万円 19年８月期 ― 百万円
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（参考）個別業績の概要 

 ＜訂正前＞  

１．平成20年２月中間期の個別業績（平成19年９月１日～平成20年２月29日） 

  

  

   ＜訂正後＞ 

  

  

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月中間期  375  △3.1 △295 ― △285 ―  △661 ―

19年２月中間期  387  △36.3 △320 ― △316 ―  △2,449 ―

19年８月期  847       △578       △567        △3,819      

  
１株当たり中間 
（当期）純利益 

  円 銭 

20年２月中間期  △14,676  64

19年２月中間期  △54,550  46

19年８月期  △84,981  71

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月中間期  375  △3.1 △295 ― △285 ―  △661 ―

19年２月中間期  387  △27.2 △320 ― △316 ―  △2,242 ―

19年８月期  847       △578       △567        △3,613      

  
１株当たり中間 
（当期）純利益 

  円 銭 

20年２月中間期  △14,676  64

19年２月中間期  △49,951  35

19年８月期  △80,387  31

- 2 -



１. 経営成績  

＜訂正前＞  

(1）経営成績に関する分析 

 当中間連結会計期間におけるモバイル市場を取り巻く環境につきましては、キャリア料金体系の多様化や未成年

者携帯フィルタリングサービスへの加入促進など、大きく変化しております。また、携帯電話を利用した様々なサ

ービスが増加していく中、成長分野と成熟分野が明確になりつつあり、サービス提供事業者間の競争激化による差

別化のため、より高度なソリューション提供が要請されている状況にあります。 

 このような環境の中、当社グループといたしましては、開発リソース確保を目的に平成19年９月において株式の

取得により株式会社マイティークラフトを連結子会社化するとともに、平成19年11月22日開催の定時株主総会にお

いては、佐古田雅士氏を取締役として選任するなど経営体制の強化を進めております。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は1,337百万円（前年同期比20.4％増）、経常損失は553百万円（前年同

期は541百万円の損失）、中間純損失は632百万円（前年同期は1,594百万円の損失）となりました。 

  

＜訂正後＞  

(1）経営成績に関する分析 

 当中間連結会計期間におけるモバイル市場を取り巻く環境につきましては、キャリア料金体系の多様化や未成年

者携帯フィルタリングサービスへの加入促進など、大きく変化しております。また、携帯電話を利用した様々なサ

ービスが増加していく中、成長分野と成熟分野が明確になりつつあり、サービス提供事業者間の競争激化による差

別化のため、より高度なソリューション提供が要請されている状況にあります。 

 このような環境の中、当社グループといたしましては、開発リソース確保を目的に平成19年９月において株式の

取得により株式会社マイティークラフトを連結子会社化するとともに、平成19年11月22日開催の定時株主総会にお

いては、佐古田雅士氏を取締役として選任するなど経営体制の強化を進めております。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は1,337百万円（前年同期比20.4％増）、経常損失は553百万円（前年同

期は541百万円の損失）、中間純損失は632百万円（前年同期は1,369百万円の損失）となりました。 

  

１．経営成績
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＜訂正前＞  

  

４．中間連結財務諸表
(2) 中間連結損益計算書

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19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          1,110,661 100.0      1,337,318 100.0        2,600,710 100.0

Ⅱ 売上原価          789,474 71.1      974,258 72.9        1,774,053 68.2

売上総利益          321,186 28.9      363,059 27.1        826,657 31.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１        862,048 77.6      918,954 68.7        1,824,166 70.2

営業損失          540,861 △48.7      555,895 △41.6        997,509 △38.4

Ⅳ 営業外収益                                                   

１．受取利息    1,552            1,901            3,949           

２．受取配当金    ―            73            1,120           

３．受取事務手数料     421            ―            ―           

４．還付加算金    385            ―            ―           

５．その他    333  2,693 0.2 2,750 4,725 0.4  1,326  6,395 0.3

Ⅴ 営業外費用                                                   

  １．支払利息    2,725            2,285            7,347           

２．株式交付費    80            ―            460           

３．為替差損    54            8            1,851           

４．その他    ―  2,860 0.2 21 2,315 0.2  1,545  11,204 0.4

経常損失          541,029 △48.7      553,484 △41.4        1,002,318 △38.5

 Ⅵ 特別利益                                                   

 １．貸倒引当金戻入益    1,848            1,444            597           

 ２．持分変動利益    ―            ―            66,250           

 ３．投資有価証券売却益    449,183            ―            920,563           

 ４．のれん売却益    ―            ―            4,999           

 ５．固定資産売却益 ※２  ―            328            ―           

 ６．新株予約権戻入益    ―  451,031 40.6 1,161 2,934 0.2  464  992,875 38.1

Ⅶ 特別損失                                                   

  １．固定資産除却損 ※３  ―            31,446            3,101           

２．固定資産臨時償却費 ※４  4,850            ―            4,850           

３．減損損失 ※５  31,499            ―            275,886           

４．投資有価証券評価損    1,426,451            24,779            1,580,797           

５．投資有価証券売却損    1,413            5,229            1,413           

６．関係会社事業損失引当
金繰入額    ―            12,902            58,540           

７．たな卸資産廃棄損    9,270            1,696            20,162           

８．たな卸資産評価損    ―  1,473,486 132.7 7,960 84,015 6.3  29,221  1,973,972 75.9

税金等調整前中間（当
期）純損失          1,563,484 △140.8      634,566 △47.5        1,983,415 △76.3

法人税、住民税及び事
業税    3,290            11,952            6,512           

法人税等調整額    53,369  56,659 5.1 △410 11,541 0.8  59,559  66,072 2.5

少数株主損失          25,386 2.3      13,178 1.0        45,227 1.7

中間（当期）純損失          1,594,757 △143.6      632,929 △47.3        2,004,260 △77.1
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＜訂正後＞  

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19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          1,110,661 100.0      1,337,318 100.0        2,600,710 100.0

Ⅱ 売上原価          789,474 71.1      974,258 72.9        1,774,053 68.2

売上総利益          321,186 28.9      363,059 27.1        826,657 31.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１        862,048 77.6      918,954 68.7        1,824,166 70.2

営業損失          540,861 △48.7      555,895 △41.6        997,509 △38.4

Ⅳ 営業外収益                                                   

１．受取利息    1,552            1,901            3,949           

２．受取配当金    ―            73            1,120           

３．受取事務手数料     421            ―            ―           

４．還付加算金    385            ―            ―           

５．その他    333  2,693 0.2 2,750 4,725 0.4  1,326  6,395 0.3

Ⅴ 営業外費用                                                   

  １．支払利息    2,725            2,285            7,347           

２．株式交付費    80            ―            460           

３．為替差損    54            8            1,851           

４．その他    ―  2,860 0.2 21 2,315 0.2  1,545  11,204 0.4

経常損失          541,029 △48.7      553,484 △41.4        1,002,318 △38.5

 Ⅵ 特別利益                                                   

 １．貸倒引当金戻入益    1,848            1,444            597           

 ２．持分変動利益    ―            ―            66,250           

 ３．投資有価証券売却益    449,183            ―            920,563           

 ４．のれん売却益    ―            ―            4,999           

 ５．固定資産売却益 ※２  ―            328            ―           

 ６．新株予約権戻入益    ―  451,031 40.6 1,161 2,934 0.2  464  992,875 38.1

Ⅶ 特別損失                                                   

  １．固定資産除却損 ※３  ―            31,446            3,101           

２．固定資産臨時償却費 ※４  4,850            ―            4,850           

３．減損損失 ※５  31,499            ―            275,886           

４．投資有価証券評価損    1,200,951            24,779            1,355,297           

５．投資有価証券売却損    1,413            5,229            1,413           

６．関係会社事業損失引当
金繰入額    ―            12,902            58,540           

７．たな卸資産廃棄損    9,270            1,696            20,162           

８．たな卸資産評価損    ―  1,247,986 112.4 7,960 84,015 6.3  29,221  1,748,472 67.2

税金等調整前中間（当
期）純損失          1,337,984 △120.5      634,566 △47.5        1,757,915 △67.6

法人税、住民税及び事
業税    3,290            11,952            6,512           

法人税等調整額    53,369  56,659 5.1 △410 11,541 0.8  59,559  66,072 2.5

少数株主損失          25,386 2.3      13,178 1.0        45,227 1.7

中間（当期）純損失          1,369,257 △123.3      632,929 △47.3        1,778,760 △68.4
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＜訂正前＞  

前中間連結会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

中間連結会計期間中の変動額           

新株の発行（千円）  2,540 1,321            3,861

中間純損失（千円）            △1,594,757       △1,594,757

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

                          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円）  2,540 1,321 △1,594,757  ― △1,590,895

平成19年２月28日 残高（千円）  3,264,399 3,537,889 △3,611,402  △14,570 3,176,316

  

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

中間連結会計期間中の変動額             

新株の発行（千円）                            3,861

中間純損失（千円）                            △1,594,757

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

 △170,373 △236 △170,610 4,321  △23,451 △189,740

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円）  △170,373 △236 △170,610 4,321  △23,451 △1,780,636

平成19年２月28日 残高（千円）  171,844 42,578 214,423 4,321  33,018 3,428,079
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＜訂正後＞  

前中間連結会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

中間連結会計期間中の変動額           

新株の発行（千円）  2,540 1,321            3,861

中間純損失（千円）            △1,369,257       △1,369,257

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

                          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円）  2,540 1,321 △1,369,257  ― △1,365,395

平成19年２月28日 残高（千円）  3,264,399 3,537,889 △3,611,402  △14,570 3,176,316

  

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

中間連結会計期間中の変動額             

新株の発行（千円）                            3,861

中間純損失（千円）                            △1,369,257

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

 △170,373 △236 △170,610 4,321  △23,451 △189,740

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円）  △170,373 △236 △170,610 4,321  △23,451 △1,555,136

平成19年２月28日 残高（千円）  171,844 42,578 214,423 4,321  33,018 3,428,079
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＜訂正前＞  

前連結会計年度（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日） 

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度中の変動額           

新株の発行（千円）  4,010 1,836            5,846

当期純損失（千円）            △2,004,260       △2,004,260

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）  4,010 1,836 △2,004,260  ― △1,998,413

平成19年８月31日 残高（千円）  3,265,869 3,538,404 △4,020,905  △14,570 2,768,798

  

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

連結会計年度中の変動額             

新株の発行（千円）                            5,846

当期純損失（千円）                            △2,004,260

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） 

 △305,554 12,050 △293,504 7,395  △43,292 △329,401

連結会計年度中の変動額合計 
（千円）  △305,554 12,050 △293,504 7,395  △43,292 △2,327,814

平成19年８月31日 残高（千円）  36,664 54,864 91,529 7,395  13,178 2,880,900
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＜訂正後＞  

前連結会計年度（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日） 

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度中の変動額           

新株の発行（千円）  4,010 1,836            5,846

当期純損失（千円）            △1,778,760       △1,778,760

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）  4,010 1,836 △1,778,760  ― △1,772,913

平成19年８月31日 残高（千円）  3,265,869 3,538,404 △4,020,905  △14,570 2,768,798

  

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

連結会計年度中の変動額             

新株の発行（千円）                            5,846

当期純損失（千円）                            △1,778,760

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） 

 △305,554 12,050 △293,504 7,395  △43,292 △329,401

連結会計年度中の変動額合計 
（千円）  △305,554 12,050 △293,504 7,395  △43,292 △2,102,314

平成19年８月31日 残高（千円）  36,664 54,864 91,529 7,395  13,178 2,880,900
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 ＜訂正前＞ 

 後略 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29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18年９月１日 
至 平成19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                 

税金等調整前中間（当期）純損失   △1,563,484 △634,566 △1,983,415

減価償却費   52,571 31,008 167,352

固定資産臨時償却費   4,850 ― 4,850

固定資産除却損   ― 31,446 ―

減損損失    31,499 ― 275,886

のれん償却額   30,013 12,007 ―

貸倒引当金の増減額   △1,848 △1,444 △597

賞与引当金の増減額   △240 9,724 △5,100

退職給付引当金の増減額   1,354 △500 2,862

受取利息及び受取配当金   △1,552 △1,974 △5,069

支払利息   2,725 2,285 7,347

為替差損益   54 8 ―

株式交付費   80 ― 460

投資有価証券売却益   △449,183 ― △920,563

関係会社事業損失引当金繰入額   ― 12,902 58,540

投資有価証券売却損   1,413 5,229 1,413

投資有価証券評価損    1,426,451 24,779 1,580,797

新株予約権戻入益   ― △1,161 ―

売上債権の増減額   311,674 234,744 77,126

たな卸資産の増減額   △100,822 △114,838 △190,119

仕入債務の増減額   12,512 △61,079 72,801

未収消費税等及び未払消費税等の 
増減額   △183 △1,003 △5,075

その他   79,724 △28,946 9,225

小計   △162,385 △481,376 △851,275

利息及び配当金の受取額   1,397 1,771 5,054

利息の支払額   △2,363 △1,960 △6,785

法人税等の支払額   △3,327 △6,890 △4,085

法人税等の還付金   13,553 731 13,553

  営業活動によるキャッシュ・フロー   △153,125 △487,723 △843,538

- 10 -



 ＜訂正後＞ 

後略  

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29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18年９月１日 
至 平成19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                 

税金等調整前中間（当期）純損失   △1,337,984 △634,566 △1,757,915

減価償却費   52,571 31,008 167,352

固定資産臨時償却費   4,850 ― 4,850

固定資産除却損   ― 31,446 ―

減損損失    31,499 ― 275,886

のれん償却額   30,013 12,007 ―

貸倒引当金の増減額   △1,848 △1,444 △597

賞与引当金の増減額   △240 9,724 △5,100

退職給付引当金の増減額   1,354 △500 2,862

受取利息及び受取配当金   △1,552 △1,974 △5,069

支払利息   2,725 2,285 7,347

為替差損益   54 8 ―

株式交付費   80 ― 460

投資有価証券売却益   △449,183 ― △920,563

関係会社事業損失引当金繰入額   ― 12,902 58,540

投資有価証券売却損   1,413 5,229 1,413

投資有価証券評価損    1,200,951 24,779 1,355,297

新株予約権戻入益   ― △1,161 ―

売上債権の増減額   311,674 234,744 77,126

たな卸資産の増減額   △100,822 △114,838 △190,119

仕入債務の増減額   12,512 △61,079 72,801

未収消費税等及び未払消費税等の 
増減額   △183 △1,003 △5,075

その他   79,724 △28,946 9,225

小計   △162,385 △481,376 △851,275

利息及び配当金の受取額   1,397 1,771 5,054

利息の支払額   △2,363 △1,960 △6,785

法人税等の支払額   △3,327 △6,890 △4,085

法人税等の還付金   13,553 731 13,553

  営業活動によるキャッシュ・フロー   △153,125 △487,723 △843,538
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＜訂正前＞  

（注）１株当たり中間（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。 

  

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

 １株当たり純資産額 円 75,416.80

 １株当たり中間純損

失金額 
円 35,517.98

 １株当たり純資産額 円 52,859.97

 １株当たり中間純損

失金額 
円 14,051.36

 １株当たり純資産額 円 63,500.74

 １株当たり当期純損

失金額 
円 44,592.63

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

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。 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日)

前連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額                  

中間（当期）純損失（千円）  1,594,757  632,929  2,004,260

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―  ― 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円） 
 1,594,757  632,929  2,004,260

普通株式の期中平均株式数（株）  44,900  45,044  44,946

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（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2,414株） 

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,180株） 

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,190株） 

- 12 -



＜訂正後＞  

（注）１株当たり中間（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。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

 １株当たり純資産額 円 75,416.80

 １株当たり中間純損

失金額 
円 30,495.71

 １株当たり純資産額 円 52,859.97

 １株当たり中間純損

失金額 
円 14,051.36

 １株当たり純資産額 円 63,500.74

 １株当たり当期純損

失金額 
円 39,575.50

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

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。 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日)

前連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額                  

中間（当期）純損失（千円）  1,369,257  632,929  1,778,760

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―  ― 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円） 
 1,369,257  632,929  1,778,760

普通株式の期中平均株式数（株）  44,900  45,044  44,946

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（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2,414株） 

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,180株） 

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,190株） 
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＜訂正前＞  

  

５．中間個別財務諸表
(2) 中間損益計算書

    
前中間会計期間

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年９月１日 
至 平成19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          387,837 100.0      375,660 100.0        847,401 100.0

Ⅱ 売上原価          278,887 71.9      206,290 54.9        570,007 67.3

売上総利益          108,949 28.1      169,369 45.1        277,394 32.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費          429,069 110.6      465,126 123.8        856,142 101.0

営業損失          320,119 △82.5      295,756 △78.7        578,747 △68.3

Ⅳ 営業外収益 ※１        5,068 1.3      11,694 3.1        14,602 1.7

Ⅴ 営業外費用 ※２        1,517 0.4      1,106 0.3        3,005 0.3

経常損失          316,568 △81.6      285,168 △75.9        567,151 △66.9

Ⅵ 特別利益 ※３        451,073 116.3      58,940 15.7        927,798 109.4

Ⅶ 特別損失 ※４，５        2,528,175 651.9      432,494 115.1        4,122,085 486.4

税引前第中間（当期）純
損失          2,393,670 △617.2      658,723 △175.3        3,761,438 △443.9

法人税、住民税及び事
業税    2,505            2,371            5,010           

法人税等調整額    53,139  55,644 14.3 ― 2,371 0.7  53,139  58,149 6.8

中間（当期）純損失          2,449,315 △631.5      661,094 △176.0        3,819,588 △450.7
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＜訂正後＞  

  

    
前中間会計期間

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年９月１日 
至 平成19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          387,837 100.0      375,660 100.0        847,401 100.0

Ⅱ 売上原価          278,887 71.9      206,290 54.9        570,007 67.3

売上総利益          108,949 28.1      169,369 45.1        277,394 32.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費          429,069 110.6      465,126 123.8        856,142 101.0

営業損失          320,119 △82.5      295,756 △78.7        578,747 △68.3

Ⅳ 営業外収益 ※１        5,068 1.3      11,694 3.1        14,602 1.7

Ⅴ 営業外費用 ※２        1,517 0.4      1,106 0.3        3,005 0.3

経常損失          316,568 △81.6      285,168 △75.9        567,151 △66.9

Ⅵ 特別利益 ※３        451,073 116.3      58,940 15.7        927,798 109.4

Ⅶ 特別損失 ※４，５        2,321,675 598.6      432,494 115.1        3,915,585 462.1

税引前第中間（当期）純
損失          2,187,170 △563.9      658,723 △175.3        3,554,938 △419.5

法人税、住民税及び事
業税    2,505            2,371            5,010           

法人税等調整額    53,139  55,644 14.3 ― 2,371 0.7  53,139  58,149 6.9

中間（当期）純損失          2,242,815 △578.2      661,094 △176.0        3,613,088 △426.4
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＜訂正前＞  

前中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

＜訂正後＞  

前中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

(3) 中間株主資本等変動計算書

  

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

中間会計期間中の変動
額                   

新株の発行（千円） 2,540 1,321       1,321           3,861       3,861

中間純損失（千円）                       △2,449,315      △2,449,315       △2,449,315

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 
（千円） 

                                     △170,373 △170,373

中間会計期間中の変動
額合計 
（千円） 

2,540 1,321  ― 1,321 △2,449,315 ― △2,445,453 △170,373 △2,615,827

平成19年２月28日 残
高 
（千円） 

3,264,399 3,535,039 2,850 3,537,889 △2,496,360 △14,570 4,291,357 171,844 4,463,202

  

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

中間会計期間中の変動
額                   

新株の発行（千円） 2,540 1,321       1,321           3,861       3,861

中間純損失（千円）                       △2,242,815      △2,442,815       △2,242,815

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 
（千円） 

                                     △170,373 △170,373

中間会計期間中の変動
額合計 
（千円） 

2,540 1,321  ― 1,321 △2,242,815 ― △2,238,953 △170,373 △2,409,327

平成19年２月28日 残
高 
（千円） 

3,264,399 3,535,039 2,850 3,537,889 △2,496,360 △14,570 4,291,357 171,844 4,463,202
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＜訂正前＞  

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日） 

＜訂正後＞  

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年９月１日 至 平成19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

事業年度中の変動額                   

新株の発行（千円） 4,010 1,836       1,836           5,846       5,846

当期純損失（千円）                       △3,819,588      △3,819,588       △3,819,588

自己株式の取得                                                

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 
（千円） 

                                     △305,554 △305,554

事業年度中の変動額合
計 
（千円） 

4,010 1,836  ― 1,836 △3,819,588 ― △3,813,741 △305,554 △4,119,295

平成19年８月31日 残
高 
（千円） 

3,265,869 3,535,554 2,850 3,538,404 3,866,633 △14,570 2,923,069 36,664 2,959,734

  

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

事業年度中の変動額                   

新株の発行（千円） 4,010 1,836       1,836           5,846       5,846

当期純損失（千円）                       △3,613,088      △3,613,088       △3,613,088

自己株式の取得                                                

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 
（千円） 

                                     △305,554 △305,554

事業年度中の変動額合
計 
（千円） 

4,010 1,836  ― 1,836 △3,613,088 ― △3,607,241 △305,554 △3,912,795

平成19年８月31日 残
高 
（千円） 

3,265,869 3,535,554 2,850 3,538,404 3,866,633 △14,570 2,923,069 36,664 2,959,734
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＜訂正前＞  

  

注記事項

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

前事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの  ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの  

受取利息 千円3,376 受取利息 千円9,799

有価証券利息 千円500

受取配当金 千円73

設備負担金 千円881

受取利息 千円10,582

有価証券利息 千円325

受取配当金 千円1,120

設備負担金 千円1,762

      
※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

賃貸原価 千円1,436 賃貸原価 千円1,106 株式交付費 千円132

賃貸原価 千円2,872

      
※３ 特別利益の内訳 ※３ 特別利益の内訳    ※３ 特別利益の内訳 

貸倒引当金戻入益 千円1,890

投資有価証券売却益 千円449,183

貸倒引当金戻入益 千円400

関係会社事業損失引

当金戻入額 
千円58,540

貸倒引当金戻入益 千円2,235

投資有価証券売却益 千円920,563

のれん売却益 千円4,999

      
※４ 特別損失の内訳 ※４ 特別損失の内訳 ※４ 特別損失の内訳 

固定資産臨時償却費 千円4,850

減損損失 千円31,499

貸倒損失 千円12,861

関係会社事業損失引

当金繰入額 
千円701,098

関係会社株式評価損 千円350,000

投資有価証券評価損 千円1,426,451

投資有価証券売却損 千円1,413

関係会社事業損失引

当金繰入額 
千円42,072

関係会社株式評価損 千円217,220

投資有価証券評価損 千円24,779

投資有価証券売却損 千円5,229

貸倒引当金繰入額 千円143,192

たな卸資産評価損 千円7,200

固定資産除却損 千円441

固定資産臨時償却費 千円4,850

減損損失 千円98,220

貸倒損失 千円12,861

関係会社事業損失引

当金繰入額 
千円800,973

関係会社株式評価損 千円1,482,592

投資有価証券評価損 千円1,580,797

投資有価証券売却損 千円1,413

貸倒引当金繰入額 千円132,735
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＜訂正後＞  

  

前中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

前事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの  ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの  

受取利息 千円3,376 受取利息 千円9,799

有価証券利息 千円500

受取配当金 千円73

設備負担金 千円881

受取利息 千円10,582

有価証券利息 千円325

受取配当金 千円1,120

設備負担金 千円1,762

      
※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

賃貸原価 千円1,436 賃貸原価 千円1,106 株式交付費 千円132

賃貸原価 千円2,872

      
※３ 特別利益の内訳 ※３ 特別利益の内訳    ※３ 特別利益の内訳 

貸倒引当金戻入益 千円1,890

投資有価証券売却益 千円449,183

貸倒引当金戻入益 千円400

関係会社事業損失引

当金戻入額 
千円58,540

貸倒引当金戻入益 千円2,235

投資有価証券売却益 千円920,563

のれん売却益 千円4,999

      
※４ 特別損失の内訳 ※４ 特別損失の内訳 ※４ 特別損失の内訳 

固定資産臨時償却費 千円4,850

減損損失 千円31,499

貸倒損失 千円12,861

関係会社事業損失引

当金繰入額 
千円701,098

関係会社株式評価損 千円350,000

投資有価証券評価損 千円1,219,951

投資有価証券売却損 千円1,413

関係会社事業損失引

当金繰入額 
千円42,072

関係会社株式評価損 千円217,220

投資有価証券評価損 千円24,779

投資有価証券売却損 千円5,229

貸倒引当金繰入額 千円143,192

たな卸資産評価損 千円7,200

固定資産除却損 千円441

固定資産臨時償却費 千円4,850

減損損失 千円98,220

貸倒損失 千円12,861

関係会社事業損失引

当金繰入額 
千円800,973

関係会社株式評価損 千円1,482,592

投資有価証券評価損 千円1,374,297

投資有価証券売却損 千円1,413

貸倒引当金繰入額 千円132,735
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＜訂正前＞  

（注） １株当たり中間（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。 

  

（１株当たり情報）

前中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間
（自 平成19年９月１日 

  至 平成20年２月29日） 

前事業年度 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年８月31日） 

１株当たり純資産額 円99,270.51

１株当たり中間純損

失金額 
円54,550.46

１株当たり純資産額 円54,532.74

１株当たり中間純損

失金額 
円14,676.64

１株当たり純資産額 円65,707.62

１株当たり当期純損

失金額 
円84,981.71

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

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。 

  
前中間会計期間

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

１株当たり中間（当期）純損失金額   

中間（当期）純損失（千円） 2,449,315 661,094 3,819,588

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純損失 
（千円） 2,449,315 661,094 3,819,588

普通株式の期中平均株式数（株） 44,900 45,044 44,946

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間（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2,414
株） 

新株予約権４種類（新株予約権
の目的となる株式の数2,180
株） 

新株予約権４種類（新株予約権
の目的となる株式の数2,190
株）  
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＜訂正後＞  

（注） １株当たり中間（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。 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間
（自 平成19年９月１日 

  至 平成20年２月29日） 

前事業年度 
（自 平成18年９月１日 

  至 平成19年８月31日） 

１株当たり純資産額 円99,270.51

１株当たり中間純損

失金額 
円49,951.35

１株当たり純資産額 円54,532.74

１株当たり中間純損

失金額 
円14,676.64

１株当たり純資産額 円65,707.62

１株当たり当期純損

失金額 
円80,387.31

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

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。 

  
前中間会計期間

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

１株当たり中間（当期）純損失金額   

中間（当期）純損失（千円）    2,242,815 661,094 3,613,088

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純損失 
（千円） 2,242,815 661,094 3,613,088

普通株式の期中平均株式数（株） 44,900 45,044 44,946

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間（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2,414
株） 

新株予約権４種類（新株予約権
の目的となる株式の数2,180
株） 

新株予約権４種類（新株予約権
の目的となる株式の数2,190
株）  
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