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（訂正）「平成 19 年３月期  決算短信」の一部訂正について 

 

 

当社は、平成 23 年５月 20 日付「過年度有価証券報告書等の一部訂正等に関するお知らせ」に

おいて、過年度決算訂正につきまして、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。 

このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成 19 年５月 18 日付「平成 19 年

３月期  決算短信」の一部訂正について添付のとおりお知らせいたします。 

 

 なお、訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には下線＿＿を付して表示しております。 

 

 

以上 
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1. 19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 

 
  

 

 
    

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

  

平成19年３月期 決算短信

（百万円未満切捨て）

(1) 連結経営成績

（訂正前）

(％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 2,118 ― 171 ― 155 ― 73 ―

18年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 19年３月期 6,339 08 6,118 42 ― ― 8.1

 18年３月期 ― ― ― ― ― ― ―

(参考) 持分法投資損益 19年３月期 △0百万円 18年３月期 ―百万円

（訂正後）

(％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 1,870 ― △80 ― △97 ― △179 ―

18年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 19年３月期
△

15,455
74 ― ― ― ― ―

 18年３月期 ― ― ― ― ― ― ―

(参考) 持分法投資損益 19年３月期 △0百万円 18年３月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

（訂正前）

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３月期 1,971 1,109 56.0 94,789 57

18年３月期 ― ― ― ― ―

(参考) 自己資本 19年３月期 1,103百万円 18年３月期 ―百万円

（訂正後）

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３月期 1,711 857 49.7 73,108 30

18年３月期 ― ― ― ― ―

(参考) 自己資本 19年３月期 851百万円 18年３月期 ―百万円
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1. 19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

（訂正前） 

 

 
  

（訂正後） 

 

 
  

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績

（訂正前）

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 1,863 4.2 75 △61.8 69 △61.3 30 △71.0

18年３月期 1,788 22.5 196 16.6 180 8.2 105 8.2

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

19年３月期 2,649 42 2,557 20

18年３月期 9,500 50 9,073 57

（訂正後）

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 1,615 △9.7 △177 ― △182 ― △221 ―

18年３月期 1,788 22.5 196 16.6 180 8.2 105 8.2

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

19年３月期 △19,145 40 ― ―

18年３月期 9,500 50 9,073 57

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３月期 1,877 1,061 56.5 91,119 13

18年３月期 1,489 1,023 68.7 88,673 25

(参考) 自己資本 19年３月期 1,061百万円 18年３月期 1,023百万円

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３月期 1,617 808 50.0 69,437 87

18年３月期 1,489 1,023 68.7 88,673 25

(参考) 自己資本 19年３月期 808百万円 18年３月期 1,023百万円

－3－



（訂正前） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費については伸び悩みがあるものの、企業収益の改善

に伴う雇用情勢の回復など、景気は順調に回復してきております。 

 広告業界については日本経済の景気回復を背景に売上高、出稿量ともにさらなる回復が見られまし

た。2006年度の総広告費は５兆9,954億円、うちＳＰ広告費は2兆2億円、広告主企業の積極的な販促活

動の回復に伴い３年連続の増加となりました。（株式会社電通調べ） 

 インターネット広告市場は、テレビ、新聞、雑誌、ラジオなどの既存メディアとは異なる役割を果た

し、欠かすことのできないマーケティング手段としての地位を確立したといえます。企業の広告予算に

おけるインターネット広告の占める重要性はさらに強まると考えられております。 

 モバイルインターネット業界においても携帯電話の機能向上によりソーシャル・ネットワーキングサ

ービス（ＳＮＳ）やゲームなどのサービスが提供できるようになり、ネットワークサービスの拡大によ

りモバイル広告市場も拡大いたしました。 

 こうした環境下において、当社は顧客企業の事業収益の拡大を支援するセールスプロデュース事業を

積極的に推進してまいりました。主な実績といたしましては、一昨年より継続受注しておりますエステ

ティックサロンの広告販促支援等による収入に加え、第４四半期には、当社の強みであるプロデュース

力を活かし企業アライアンスを主軸とした新規クライアント（システム会社、ネットワーク事業会社、

マーケティング会社、映像版権管理会社等）との取引が成立いたしました。 

 売上高、貸倒引当金繰入前の営業利益、経常利益、当期純利益におきましてはほぼ計画通りに進捗し

ておりましたが、長期滞留債権の会計処理に関し、貸倒引当金を個別に引当てる必要があるとの監査法

人の指導により、貸倒引当金繰入額がおよそ１億円増加いたしました。このことが大きく影響し、結果

として営業利益、経常利益、当期純利益ともに当初計画より大幅な減少となりました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は2,118,653千円、営業利益は171,654千円、経常利益は155,370

千円、当期純利益は73,440千円となりました。 

 次期の見通しにつきましては、連結売上高2,400,000千円、連結営業利益220,000千円、連結経常利益

210,000千円、連結当期純利益112,860千円を見込んでおります。                  

                                               

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（訂正後） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費については伸び悩みがあるものの、企業収益の改善

に伴う雇用情勢の回復など、景気は順調に回復してきております。 

 広告業界については日本経済の景気回復を背景に売上高、出稿量ともにさらなる回復が見られまし

た。2006年度の総広告費は５兆9,954億円、うちＳＰ広告費は2兆2億円、広告主企業の積極的な販促活

動の回復に伴い３年連続の増加となりました。（株式会社電通調べ） 

 インターネット広告市場は、テレビ、新聞、雑誌、ラジオなどの既存メディアとは異なる役割を果た

し、欠かすことのできないマーケティング手段としての地位を確立したといえます。企業の広告予算に

おけるインターネット広告の占める重要性はさらに強まると考えられております。 

 モバイルインターネット業界においても携帯電話の機能向上によりソーシャル・ネットワーキングサ

ービス（ＳＮＳ）やゲームなどのサービスが提供できるようになり、ネットワークサービスの拡大によ

りモバイル広告市場も拡大いたしました。 

 こうした環境下において、当社は顧客企業の事業収益の拡大を支援するセールスプロデュース事業を

積極的に推進してまいりました。主な実績といたしましては、一昨年より継続受注しておりますエステ

ティックサロンの広告販促支援等による収入に加え、第４四半期には、当社の強みであるプロデュース

力を活かし企業アライアンスを主軸とした新規クライアント（システム会社、ネットワーク事業会社、

マーケティング会社、映像版権管理会社等）との取引が成立いたしました。 

 売上高、貸倒引当金繰入前の営業利益、経常利益、当期純利益におきましてはほぼ計画通りに進捗し

ておりましたが、長期滞留債権の会計処理に関し、貸倒引当金を個別に引当てる必要があるとの監査法

人の指導により、貸倒引当金繰入額がおよそ１億円増加いたしました。このことが大きく影響し、結果

として営業利益、経常利益、当期純利益ともに当初計画より大幅な減少となりました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は1,870,653千円、営業損失は80,845千円、経常損失は97,129千

円、当期純損失は179,059千円となりました。 

 次期の見通しにつきましては、連結売上高2,400,000千円、連結営業利益220,000千円、連結経常利益

210,000千円、連結当期純利益112,860千円を見込んでおります。                  
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（訂正前） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 当連結会計年度よりはじめて連結財務諸表を作成しているので、前期までの関連指標は個別財務諸表の

キャッシュ・フロー計算書に基づくものであります。 

※ 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使

用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を

使用しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※ 平成16年３月期及び平成17年３月期の時価ベースの自己資本比率については、当社株式が非上場であっ

たため、記載しておりません。                                 

※ 平成16年３月期及び平成17年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、有利子負債が存在しないため、記載しておりません。  

※ 平成16年３月期及び平成17年３月期のインタレスト・カバレッジ・レシオについては、利払いが０のた

め記載しておりません。 

※ 平成18年３月期及び平成19年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。  

  

(2) 財政状態に関する分析

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 45.7 47.5 68.7 56.0

時価ベースの自己資本比率（％） ― ― 279.0 244.5

債務償還年数（年） ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― ― ― ―
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（訂正後） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 当連結会計年度よりはじめて連結財務諸表を作成しているので、前期までの関連指標は個別財務諸表の

キャッシュ・フロー計算書に基づくものであります。 

※ 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使

用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を

使用しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※ 平成16年３月期及び平成17年３月期の時価ベースの自己資本比率については、当社株式が非上場であっ

たため、記載しておりません。                                 

※ 平成16年３月期及び平成17年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、有利子負債が存在しないため、記載しておりません。  

※ 平成16年３月期及び平成17年３月期のインタレスト・カバレッジ・レシオについては、利払いが０のた

め記載しておりません。 

※ 平成18年３月期及び平成19年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。  

  

  

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 45.7 47.5 68.7 49.7

時価ベースの自己資本比率（％） ― ― 279.0 281.7

債務償還年数（年） ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― ― ― ―
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 （訂正前） 

 
  

４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 517,810

 ２ 受取手形及び売掛金 849,763

 ３ たな卸資産 117,149

 ４ 繰延税金資産 23,917

 ５ その他 64,399

   貸倒引当金 △38,625

   流動資産合計 1,534,415 72.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 19,640

    減価償却累計額 △2,892 16,747

  (2) 工具器具備品 13,352

    減価償却累計額 △5,833 7,519

   有形固定資産合計 24,267 1.2

 ２ 無形固定資産

  (1) 販売権仮勘定 100,000

  (2) その他 28,874

   無形固定資産合計 128,874 6.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 187,602

  (2) 長期貸付金 20,300

  (3) 繰延税金資産 23,547

  (4) その他 127,635

   貸倒引当金 △74,682

   投資その他の資産合計 284,402 14.4

   固定資産合計 437,544 22.2

   資産合計 1,971,960 100.0
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当連結会計年度
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 481,633

 ２ 短期借入金 100,000

 ３ 一年以内返済予定の
   長期借入金

30,000

 ４ 未払法人税等 72,690

 ５ その他 58,029

   流動負債合計 742,353 37.6

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 120,000

   固定負債合計 120,000 6.1

   負債合計 862,353 43.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 326,600 16.5

 ２ 資本剰余金 435,750 22.1

 ３ 利益剰余金 342,329 17.4

   株主資本合計 1,104,679 56.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

△760

   評価・換算差額等合計 △760 △0.0

Ⅲ 少数株主持分 5,687 0.3

   純資産合計 1,109,606 56.3

   負債純資産合計 1,971,960 100.0
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（訂正後） 

 
  

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 517,810

 ２ 受取手形及び売掛金 589,363

 ３ たな卸資産 117,149

 ４ 繰延税金資産 23,917

 ５ その他 64,399

   貸倒引当金 △38,625

   流動資産合計 1,274,015 74.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 19,640

    減価償却累計額 △2,892 16,747

  (2) 工具器具備品 13,352

    減価償却累計額 △5,833 7,519

   有形固定資産合計 24,267 1.4

 ２ 無形固定資産

  (1) 販売権仮勘定 100,000

  (2) その他 28,874

   無形固定資産合計 128,874 7.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 187,602

  (2) 長期貸付金 20,300

  (3) 繰延税金資産 23,547

  (4) その他 127,635

   貸倒引当金 △74,682

   投資その他の資産合計 284,402 16.6

   固定資産合計 437,544 25.6

   資産合計 1,711,560 100.0
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当連結会計年度
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 481,633

 ２ 短期借入金 100,000

 ３ 一年以内返済予定の
   長期借入金

30,000

 ４ 未払法人税等 72,690

 ５ その他 50,129

   流動負債合計 734,453 42.9

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 120,000

   固定負債合計 120,000 7.0

   負債合計 854,453 49.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 326,600 19.0

 ２ 資本剰余金 435,750 25.5

 ３ 利益剰余金 89,829 5.3

   株主資本合計 852,179 49.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

△760

   評価・換算差額等合計 △760 △0.0

Ⅲ 少数株主持分 5,687 0.3

   純資産合計 857,106 50.1

   負債純資産合計 1,711,560 100.0

－11－



 （訂正前） 

(2) 連結損益計算書

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 2,118,653 100.0

Ⅱ 売上原価 1,512,652 71.4

  売上総利益 606,001 28.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 79,100

 ２ 給与手当 91,832

 ３ 貸倒引当金繰入額 87,512

 ４ その他 ※２ 175,902 434,347 20.5

   営業利益 171,654 8.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,201

 ２ 雑収入 1,318 2,520 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,202

 ２ 持分法による投資損失 539

 ３ 貸倒引当金繰入額 5,367

 ４ 創立費 3,522

 ５ 雑損失 8,171 18,803 0.9

   経常利益 155,370 7.3

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ 17

 ２ 貸倒引当金繰入額 17,500 17,517 0.8

   税金等調整前
   当期純利益

137,853 6.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

109,131

   法人税等調整額 △35,905 73,225 3.4

   少数株主損失 8,812 0.4

   当期純利益 73,440 3.5
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（訂正後） 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 1,870,653 100.0

Ⅱ 売上原価 1,512,652 80.9

  売上総利益 358,001 19.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 79,100

 ２ 給与手当 91,832

 ３ 貸倒引当金繰入額 87,512

 ４ その他 ※２ 180,402 438,847 23.4

   営業損失（△） △80,845 △4.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,201

 ２ 雑収入 1,318 2,520 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,202

 ２ 持分法による投資損失 539

 ３ 貸倒引当金繰入額 5,367

 ４ 創立費 3,522

 ５ 雑損失 8,171 18,803 1.0

   経常損失（△） △97,129 △5.2

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ 17

 ２ 貸倒引当金繰入額 17,500 17,517 0.9

   税金等調整前
   当期純損失（△）

△114,646 △6.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

109,131

   法人税等調整額 △35,905 73,225 3.9

   少数株主損失 8,812 0.4

   当期純損失（△） △179,059 △9.6
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（訂正前） 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 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 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 322,625 431,775 268,889 1,023,289

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 3,975 3,975 ― 7,950

 当期純利益 ― ― 73,440 73,440

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

3,975 3,975 73,440 81,390

平成19年３月31日残高(千円) 326,600 435,750 342,329 1,104,679

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

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ― ― ― 1,023,289

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 7,950

 当期純利益 ― ― ― 73,440

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△760 △760 5,687 4,926

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△760 △760 5,687 86,317

平成19年３月31日残高(千円) △760 △760 5,687 1,109,606
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（訂正後） 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 322,625 431,775 268,889 1,023,289

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 3,975 3,975 ― 7,950

 当期純損失（△） ― ― △179,059 △179,059

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

3,975 3,975 △179,059 △171,109

平成19年３月31日残高(千円) 326,600 435,750 89,829 852,179

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

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ― ― ― 1,023,289

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 7,950

 当期純損失（△） ― ― ― △179,059

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△760 △760 5,687 4,926

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△760 △760 5,687 △166,183

平成19年３月31日残高(千円) △760 △760 5,687 857,106
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 （訂正前） 

 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 137,853

   減価償却費 10,636

   貸倒引当金の増加額 110,379

   受取利息及び受取配当金 △1,201

   支払利息 1,202

   持分法による投資損失 539

   有形固定資産除却損 17

   売上債権の増加額 △411,225

   たな卸資産の減少額 76,763

   その他流動資産の減少額 32,117

   仕入債務の増加額 128,903

   未払消費税等の増加額 20,227

   その他流動負債の減少額 △4,754

   その他 △20,264

    小計 81,195

   利息及び配当金の受取額 1,201

   利息の支払額 △2,328

   法人税等の支払額 △107,140

   営業活動によるキャッシュ・フロー △27,070

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △8,325

   無形固定資産の取得による支出 △123,961

   投資有価証券の取得による支出 △139,324

   出資金の払込による支出 △10

   短期貸付けによる支出 △14,500

   短期貸付金の回収による収入 4,000

   長期貸付けによる支出 △4,800

   敷金・保証金の差入による支出 △6,000

   敷金・保証金の返還による収入 7,704

   投資活動によるキャッシュ・フロー △285,216

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 200,000

   短期借入金の返済による支出 △100,000

   長期借入れによる収入 150,000

   株式の発行による収入 7,950

   少数株主の払込による収入 14,500

   財務活動によるキャッシュ・フロー 272,450

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △39,837

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 557,648

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 517,810
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（訂正後） 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純損失（△） △114,646

   減価償却費 10,636

   貸倒引当金の増加額 110,379

   受取利息及び受取配当金 △1,201

   支払利息 1,202

   持分法による投資損失 539

   有形固定資産除却損 17

   売上債権の増加額 △150,825

   たな卸資産の減少額 76,763

   その他流動資産の減少額 32,117

   仕入債務の増加額 128,903

   未払消費税等の増加額 12,327

   その他流動負債の減少額 △4,754

   その他 △20,264

    小計 81,195

   利息及び配当金の受取額 1,201

   利息の支払額 △2,328

   法人税等の支払額 △107,140

   営業活動によるキャッシュ・フロー △27,070

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △8,325

   無形固定資産の取得による支出 △123,961

   投資有価証券の取得による支出 △139,324

   出資金の払込による支出 △10

   短期貸付けによる支出 △14,500

   短期貸付金の回収による収入 4,000

   長期貸付けによる支出 △4,800

   敷金・保証金の差入による支出 △6,000

   敷金・保証金の返還による収入 7,704

   投資活動によるキャッシュ・フロー △285,216

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 200,000

   短期借入金の返済による支出 △100,000

   長期借入れによる収入 150,000

   株式の発行による収入 7,950

   少数株主の払込による収入 14,500

   財務活動によるキャッシュ・フロー 272,450

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △39,837

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 557,648

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 517,810
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（訂正前） 

(税効果会計関係)

当連結会計年度末
(平成19年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  (繰延税金資産)

賞与引当金繰入限度超過額 3,214千円  

貸倒引当金繰入限度超過額 45,167     

未払事業税否認 5,587    

法定福利費否認 393     

税務上の繰越欠損金 2,721     

その他有価証券評価差額金 521      

繰延税金資産小計 57,605   

評価性引当額 △9,841   

繰延税金資産合計 47,763   

  (繰延税金負債)

未実現損益の消去    △298千円

繰延税金負債合計 △298   

繰延税金資産の純額  47,465    

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因と

なった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2  

留保金課税 2.2  

住民税均等割等 0.4  

持分法適用に伴う投資損失 0.2   

評価性引当額の増減 7.1   

その他 1.3  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.1％
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 （訂正後） 

 
  

当連結会計年度末
(平成19年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  (繰延税金資産)

賞与引当金繰入限度超過額 3,214千円  

貸倒引当金繰入限度超過額 45,167     

未払事業税否認 5,587    

法定福利費否認 393     

税務上の繰越欠損金 2,721     

その他有価証券評価差額金 521      

繰延税金資産小計 57,605   

評価性引当額 △9,841   

繰延税金資産合計 47,763   

  (繰延税金負債)

未実現損益の消去    △298千円

繰延税金負債合計 △298   

繰延税金資産の純額  47,465    

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因と

なった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失が計上されている

ため記載を省略しております。
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 （訂正前） 

 
                                                 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
                                              

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
                                                

(１株当たり情報)

項目
当連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 94,789円57銭

１株当たり当期純利益 6,339円08銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

6,118円42銭

項目
当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の
合計額(千円)

1,109,606

普通株式に係る純資産額 
(千円)

1,103,919

差額の主な内訳(千円) 
  少数株主持分

 
5,687

普通株式の発行済株式数(株) 11,646

普通株式の自己株式数(株) ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(株)

11,646

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益

 連結損益計算書上の当期純利益(千円) 73,440

 普通株式に係る当期純利益(千円) 73,440

 普通株主に帰属しない金額(千円) ―

 普通株式の期中平均株式数(株) 11,585

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(千円) ―

 普通株式増加数（株） 417

 (うち新株予約権)(株) (417)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
―
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（訂正後） 

 
                                                 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
                                              

２ １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目
当連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 73,108円30銭

１株当たり当期純損失 15,455円74銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきまし
ては、1株当たり当期純損失が計上されているた
め記載を省略しております。

項目
当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の
合計額(千円)

857,106

普通株式に係る純資産額 
(千円)

851,419

差額の主な内訳(千円) 
  少数株主持分

 
5,687

普通株式の発行済株式数(株) 11,646

普通株式の自己株式数(株) ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(株)

11,646

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり当期純損失

 連結損益計算書上の当期純損失(千円) 179.059

 普通株式に係る当期純損失(千円) 179,059

 普通株主に帰属しない金額(千円) ―

 普通株式の期中平均株式数(株) 11,585

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(千円) ―

 普通株式増加数（株） 417

 (うち新株予約権)(株) (417)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
―
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 （訂正前） 

 
  

５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 557,648 140,143

 ２ 売掛金 ※２ 507,587 821,599

 ３ 商品 174,166 110,833

 ４ 仕掛品 18,373 4,257

 ５ 貯蔵品 1,373 703

 ６ 前払費用 3,806 6,477

 ７ 繰延税金資産 10,960 18,938

 ８ 短期貸付金 3,500 25,000

 ９ 立替金 65,000 587

 10 預け金 ─ 30,359

 11 その他 1,585 502

   貸倒引当金 △2,669 △39,138

   流動資産合計 1,341,332 90.1 1,120,263 59.7 △221,068

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 17,906 17,764

    減価償却累計額 △1,185 16,721 △2,715 15,048

  (2) 工具器具備品 11,453 5,134

    減価償却累計額 △6,816 4,636 △3,792 1,342

   有形固定資産合計 21,358 1.4 16,391 0.9 △4,966

 ２ 無形固定資産

  (1)販売権仮勘定 ― 100,000

  (2) ソフトウェア 9,680 7,645

  (3) 電話加入権 114 85

   無形固定資産合計 9,794 0.7 107,731 5.7 97,937

 ３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 50,100 186,942

 (2) 関係会社株式 ─ 356,079

 (3) 出資金 10 10

 (4) 長期貸付金 26,500 15,500

 (5) 破産更生債権等 136 136

 (6) 長期前払費用 ─ 80

 (7) 繰延税金資産 77 27,512

 (8) 敷金保証金 26,427 18,568

 (9) 保険積立金 13,796 16,480

 (10) 長期営業債権 ─ 69,050

  貸倒引当金 △259 △57,182

  投資その他の資産合計 116,788 7.8 633,176 33.7 516,387

  固定資産合計 147,942 9.9 757,299 40.3 609,357

  資産合計 1,489,274 100.0 1,877,563 100.0 388,288
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前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※２ 352,730 462,298

 ２ 短期借入金 ※２ ― 140,000

 ３ 一年以内返済予定の長期  

   借入金
― 30,000

 ４ 未払金 16,652 8,042

 ５ 未払費用 23,107 12.584

 ６ 未払法人税等 70,958 26,898

 ７ 未払消費税等 ─ 13,761

 ８ 預り金 2,536 2,804

   流動負債合計 465,985 31.3 696,389 37.1 230,404

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ─ 120,000

   固定負債合計 ─ ─ 120,000 6.4 120,000

   負債合計 465,985 31.3 816,389 43.5 350,404

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 322,625 21.7 ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 431,775 ― ―

   資本剰余金合計 431,775 29.0 ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 268,889 ― ―

   利益剰余金合計 268,889 18.0 ― ― ―

   資本合計 1,023,289 68.7 ― ― ―

   負債資本合計 1,489,274 100.0 ― ― ―
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前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 326,600 17.4 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 435,750

   資本剰余金合計 ― ― 435,750 23.2 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― 299,583

    利益剰余金合計 ― ― 299,583 16.0 ―

   株主資本合計 ― ― 1,061,933 56.6 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
― ― △760 ―

   評価・換算差額等合計 ― ― △760 △0.1 ―

   純資産合計 ― ― 1,061,173 56.5 ―

   負債純資産合計 ― ― 1,877,563 100.0 ―
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（訂正後）  

 
  

前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 557,648 140,143

 ２ 売掛金 ※２ 507,587 561,199

 ３ 商品 174,166 110,833

 ４ 仕掛品 18,373 4,257

 ５ 貯蔵品 1,373 703

 ６ 前払費用 3,806 6,477

 ７ 繰延税金資産 10,960 18,938

 ８ 短期貸付金 3,500 25,000

 ９ 立替金 65,000 587

 10 預け金 ─ 30,359

 11 その他 1,585 502

   貸倒引当金 △2,669 △39,138

   流動資産合計 1,341,332 90.1 859,863 53.2 △481,468

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 17,906 17,764

    減価償却累計額 △1,185 16,721 △2,715 15,048

  (2) 工具器具備品 11,453 5,134

    減価償却累計額 △6,816 4,636 △3,792 1,342

   有形固定資産合計 21,358 1.4 16,391 1.0 △4,966

 ２ 無形固定資産

  (1)販売権仮勘定 ― 100,000

  (2) ソフトウェア 9,680 7,645

  (3) 電話加入権 114 85

   無形固定資産合計 9,794 0.7 107,731 6.7 97,937

 ３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 50,100 186,942

 (2) 関係会社株式 ─ 356,079

 (3) 出資金 10 10

 (4) 長期貸付金 26,500 15,500

 (5) 破産更生債権等 136 136

 (6) 長期前払費用 ─ 80

 (7) 繰延税金資産 77 27,512

 (8) 敷金保証金 26,427 18,568

 (9) 保険積立金 13,796 16,480

 (10) 長期営業債権 ─ 69,050

  貸倒引当金 △259 △57,182

  投資その他の資産合計 116,788 7.8 633,176 39.1 516,387

  固定資産合計 147,942 9.9 757,299 46.8 609,357

  資産合計 1,489,274 100.0 1,617,163 100.0 127,888
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前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※２ 352,730 462,298

 ２ 短期借入金 ※２ ― 140,000

 ３ 一年以内返済予定の長期  

   借入金
― 30,000

 ４ 未払金 16,652 8,042

 ５ 未払費用 23,107 12.584

 ６ 未払法人税等 70,958 26,898

 ７ 未払消費税等 ─ 5,861

 ８ 預り金 2,536 2,804

   流動負債合計 465,985 31.3 688,489 42.6 222,504

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ─ 120,000

   固定負債合計 ─ ─ 120,000 7.4 120,000

   負債合計 465,985 31.3 808,489 50.0 342,504

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 322,625 21.7 ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 431,775 ― ―

   資本剰余金合計 431,775 29.0 ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 268,889 ― ―

   利益剰余金合計 268,889 18.0 ― ― ―

   資本合計 1,023,289 68.7 ― ― ―

   負債資本合計 1,489,274 100.0 ― ― ―
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前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 326,600 20.2 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 435,750

   資本剰余金合計 ― ― 435,750 27.0 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― 47,083

    利益剰余金合計 ― ― 47,083 2.9 ―

   株主資本合計 ― ― 809,433 50.1 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
― ― △760 ―

   評価・換算差額等合計 ― ― △760 △0.1 ―

   純資産合計 ― ― 808,673 50.0 ―

   負債純資産合計 ― ― 1,617,163 100.0 ―
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 （訂正前） 

(2) 損益計算書

前事業年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

当事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,788,928 100.0 1,863,508 100.0 74,580

Ⅱ 売上原価

 １ 製品期首たな卸高 27,225 ─

 ２ 当期製品製造原価 1,243,256 1,057,997

    合計 1,270,482 1,057,997

 ３ 製品期末たな卸高 ─ ─

 ４ 製品売上原価 1,270,482 1,057,997

 ５ 商品期首たな卸高 ─ 174,166

 ６ 当期商品仕入高 190,000 295,500

    合計 190,000 469,666

 ７ 商品期末たな卸高 174,166 110,833

 ８ 商品売上原価 15,833 1,286,315 71.9 358,833 1,416,830 76.0 130,515

   売上総利益 502,612 28.1 446,678 24.0 △55,934

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 306,110 17.1 371,595 20.0 65,484

   営業利益 196,501 11.0 75,082 4.0 △121,418

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 64 1,000

 ２ 雑収入 ※2 2,881 2,946 0.2 8,564 9,564 0.5 6,618

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 ─ 1,202

 ２ 新株発行費 1,979 ─

 ３ 貸倒引当金繰入額 138 5,367

 ４ 株式公開費用 16,766 ─

 ５ 雑損失 ─ 18,885 1.1 8,166 14,737 0.8 △4,147

   経常利益 180,563 10.1 69,910 3.7 △110,652

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※3 ─ 17

 ２ 関係会社株式評価損 ─ ─ ─ 9,420 9,437 0.5 9,437

   税引前当期純利益 180,563 10.1 60,473 3.2 △120,090

   法人税、住民税及び 

   事業税
78,198 64,669

   法人税等調整額 △3,320 74,878 4.2 △34,890 29,778 1.6 △45,100

   当期純利益 105,684 5.9 30,694 1.6 △74,990

   前期繰越利益 163,204 ― ―

   当期未処分利益 268,889 ― ―
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 （訂正後） 

前事業年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

当事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,788,928 100.0 1,615,508 100.0 △173,419

Ⅱ 売上原価

 １ 製品期首たな卸高 27,225 ─

 ２ 当期製品製造原価 1,243,256 1,057,997

    合計 1,270,482 1,057,997

 ３ 製品期末たな卸高 ─ ─

 ４ 製品売上原価 1,270,482 1,057,997

 ５ 商品期首たな卸高 ─ 174,166

 ６ 当期商品仕入高 190,000 295,500

    合計 190,000 469,666

 ７ 商品期末たな卸高 174,166 110,833

 ８ 商品売上原価 15,833 1,286,315 71.9 358,833 1,416,830 87.7 130,515

   売上総利益 502,612 28.1 198,678 12.3 △303,934

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 306,110 17.1 376,095 23.3 69,984

   営業利益又は損失（△） 196,501 11.0 △177,417 △11.0 △373,918

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 64 1,000

 ２ 雑収入 ※2 2,881 2,946 0.2 8,564 9,564 0.6 6,618

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 ─ 1,202

 ２ 新株発行費 1,979 ─

 ３ 貸倒引当金繰入額 138 5,367

 ４ 株式公開費用 16,766 ─

 ５ 雑損失 ─ 18,885 1.1 8,166 14,737 0.8 △4,147

   経常利益又は損失（△） 180,563 10.1 △182,589 △11.3 △363,152

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※3 ─ 17

 ２ 関係会社株式評価損 ─ ─ ─ 9,420 9,437 0.6 9,437

   税引前当期純利益又は損失

（△）
180,563 10.1 △192,026 △11.9 △372,590

   法人税、住民税及び 

   事業税
78,198 64,669

   法人税等調整額 △3,320 74,878 4.2 △34,890 29,778 1.8 △45,100

   当期純利益又は損失（△） 105,684 5.9 △221,805 △13.7 △327,490

   前期繰越利益 163,204 ― ―

   当期未処分利益 268,889 ― ―
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（訂正前） 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

   

(4) 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

株主資本 

合計資本準備金
資本剰余金合

計

その他利益 

剰余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余

金

平成18年３月31日残高(千円) 322,625 431,775 431,775 268,889 268,889 1,023,289

事業年度中の変動額

 新株の発行 3,975 3,975 3,975 ― ― 7,950

 当期純利益 ― ― ― 30,694 30,694 30,694

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) 3,975 3,975 3,975 30,694 30,694 38,644

平成19年３月31日残高(千円) 326,600 435,750 435,750 299,583 299,583 1,061,933

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ― ― 1,023,289

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― ― 7,950

 当期純利益 ― ― 30,694

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△760 △760 △760

事業年度中の変動額合計(千円) △760 △760 37,884

平成19年３月31日残高(千円) △760 △760 1,061,173
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（訂正後） 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計資本準備金
資本剰余金合

計

その他利益 

剰余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余

金

平成18年３月31日残高(千円) 322,625 431,775 431,775 268,889 268,889 1,023,289

事業年度中の変動額

 新株の発行 3,975 3,975 3,975 ― ― 7,950

 当期純損失（△） ― ― ― △221,805 △221,805 △221,805

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) 3,975 3,975 3,975 △221,805 △221,805 △213,855

平成19年３月31日残高(千円) 326,600 435,750 435,750 47,083 47,083 809,433

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ― ― 1,023,289

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― ― 7,950

 当期純損失（△） ― ― △221,805

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△760 △760 △760

事業年度中の変動額合計(千円) △760 △760 △214,615

平成19年３月31日残高(千円) △760 △760 808,673
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（訂正前） 

 
  

(7) 重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９

日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。 

  

 

  

 

  

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 また、従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は1,061,173千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける財務諸表については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）  

 当事業年度より「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第８号）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 終改正 平成18年5月31日 企業会

計基準適用指針第11号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

（役員賞与に関する会計基準）  

 当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度より「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第7号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準委員会 平成18年12月22日 

企業会計基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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（訂正前） 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９

日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。 

  

 

  

 

  

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 また、従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は808,673千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける財務諸表については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）  

 当事業年度より「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第８号）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 終改正 平成18年5月31日 企業会

計基準適用指針第11号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

（役員賞与に関する会計基準）  

 当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度より「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第7号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準委員会 平成18年12月22日 

企業会計基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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 （訂正前） 

 
  

（訂正後） 

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 (繰延税金資産)

賞与引当金繰入限度超過額 3,703千円

貸倒引当金繰入限度超過額 1,086

未払事業税否認 5,798

法定福利費否認 449

繰延税金資産計 11,037

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 (繰延税金資産)

賞与引当金繰入限度超過額 1,632千円

貸倒引当金繰入限度超過額 38,254

未払事業税否認 2,008

法定福利費否認 199

関係会社株式評価損否認 3,833

その他有価証券評価差額金 521

繰延税金資産計 46,450

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため、当該差異の原因となった主要な項目の注記は

省略しております。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳     

 法定実効税率 40.7％

 (調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3  

 留保金課税額 4.9  

 住民税均等割等 0.5  

 その他 0.8   

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.2％

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 (繰延税金資産)

賞与引当金繰入限度超過額 3,703千円

貸倒引当金繰入限度超過額 1,086

未払事業税否認 5,798

法定福利費否認 449

繰延税金資産計 11,037

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 (繰延税金資産)

賞与引当金繰入限度超過額 1,632千円

貸倒引当金繰入限度超過額 38,254

未払事業税否認 2,008

法定福利費否認 199

関係会社株式評価損否認 3,833

その他有価証券評価差額金 521

繰延税金資産計 46,450

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため、当該差異の原因となった主要な項目の注記は

省略しております。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳     

    税引前当期純損失が計上されているため

記載を省略しております。
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 （訂正前） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 88,673円25銭 91,119円13銭

１株当たり当期純利益 9,500円50銭 2,649円42銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
9,073円57銭 2,557円20銭

項目
前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度 

(平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円)

― 1,061,173

普通株式に係る純資産額 
(千円)

― 1,061,173

差額の主な内訳(千円) 
 新株予約権 ― ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 11,646

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数(株) ― 11,646

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益

 損益計算書上の当期純利益(千円) 105,684 30,694

 普通株式に係る当期純利益(千円) 105,684 30,694

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

 普通株式の期中平均株式数(株) 11,124 11,585

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(千円) ─ ─

 普通株式増加数(株) 523 417

 (うち新株予約権)(株) (523) (417)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

─ ─
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 （訂正後） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

  

２ １株当たり当期純利益又は損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 88,673円25銭 69,437円87銭

１株当たり当期純利益又は損失
（△）

9,500円50銭 △19,145円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
9,073円57銭

潜在株式調整後の1株当たりの当期
純利益については、1株当たり当期
純損失が計上されているため記載を
省略しております。

項目
前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度 

(平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円)

― 808,673

普通株式に係る純資産額 
(千円)

― 808,673

差額の主な内訳(千円) 
 新株予約権 ― ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 11,646

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数(株) ― 11,646

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益又は損失

 損益計算書上の当期純利益又は損失(千円) 105,684 △221,805

 普通株式に係る当期純利益又は損失(千円) 105,684 △221,805

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

 普通株式の期中平均株式数(株) 11,124 11,585

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(千円) ─ ─

 普通株式増加数(株) 523 417

 (うち新株予約権)(株) (523) (417)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

─ ─
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