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（訂正）「平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況」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 20 年２月 14 日付「平成 20 年

３月期 第３四半期財務・業績の概況」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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(百万円未満切捨て) 

  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 
  

   

 
  

平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況

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

 (1) 連結経営成績
（訂正前）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 975 △23.4 △223 ― △237 ― △309 ―
19年３月期第３四半期 1,273 ― 71 ― 64 ― 28 ―

19年３月期 2,118 ― 171 ― 155 ― 73 ―

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △26,601 46 ― ―
19年３月期第３四半期 2,425 64 2,338 22

19年３月期 6,339 08 6,118 42

（訂正後）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 975 △26.3 △209 ― △224 ― △296 ―

19年３月期第３四半期 1,233 ― 29 ― 22 ― △13 ―

19年３月期 1,870 ― △80 ― △97 ― △179 ―

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △25,468 81 ― ―

19年３月期第３四半期 △1,203 84 ― ―

19年３月期 △15,455 74 ― ―

 (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

20年３月期第３四半期 1,181 617 52.2 53,095 50
19年３月期第３四半期 1,285 1,057 82.2 90,994 71

19年３月期 1,971 1,109 56.0 94,789 57

（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

20年３月期第３四半期 942 378 40.1 32,513 00
19年３月期第３四半期 1,243 1,015 81.7 87,380 25

19年３月期 1,711 857 49.7 78,108 25
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 (3) 連結キャッシュ・フローの状況
（訂正前）

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第３四半期 209 △466 △14 245

19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

19年３月期 △27 △285 272 517

（訂正後）

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第３四半期 9 △266 △14 245

19年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

19年３月期 △27 △285 272 517
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 
  

 

5. 個別業績の概要(平成19年４月１日～平成19年12月31日)

 (1) 個別経営成績
（訂正前）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 640 △42.0 △269 ─ △285 ─ △328 ─
19年３月期第３四半期 1,103 5.0 △8 ─ △5 ─ △10 ─

19年３月期 1,863 ─ 75 ─ 69 ─ 30 ─

１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 △28,240 07
19年３月期第３四半期 △905 64

19年３月期 2,649 42

（訂正後）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 640 △39.8 △256 ─ △272 ─ △315 ─
19年３月期第３四半期 1,063 1.1 △50 ─ △47 ─ △52 ─

19年３月期 1,615 ─ △177 ─ △182 ─ △221 ─

１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 △27,107 41
19年３月期第３四半期 △4,535 12

19年３月期 △19,145 40

 (2) 個別財政状態
（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

20年３月期第３四半期 1,206 551 45.7 47,444 11

19年３月期第３四半期 1,176 1,018 86.6 87,677 22

19年３月期 1,877 1,061 56.5 91,119 13

（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

20年３月期第３四半期 967 312 32.3 26,861 60
19年３月期第３四半期 1,134 976 86.1 84,062 76

19年３月期 1,617 808 50.0 69,437 87
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1. 連結経営成績に関する定性的情報 
 （訂正前） 
 当第３四半期（平成19年４月１日～平成19年12月31日）におけるわが国経済は、原油価格の高騰、米
国サブプライムローン問題に端を発する金融不安や株式市場の影響などが、緩やかな回復基調をたどっ
た企業業績、設備投資にも大きな影響を与えたため、今後の景気動向に不透明感が出てまいりました。  
 一方、当社の主力事業であるセールスプロデュース事業は、クライアント企業からの様々な要請や営
業関連の支援に成果をもって実績とする事業でありますが、本年度は昨年度からの継続案件に大幅な遅
延が発生し、期初より事業計画遂行に支障が生じておりました。また、クライアント企業による事業計
画の延期や縮小の結果、当社グループ全体に影響が出てまいりました。  
 以上の結果、当第３四半期は売上高975,674千円（前年同期は売上高1,273,007千円）、 
営業損失223,135千円（前年同期は営業利益71,116千円）、経常損失237,922千円（前年同期は経常利益
64,577千円）となりました。  
  

（訂正後） 

 当第３四半期（平成19年４月１日～平成19年12月31日）におけるわが国経済は、原油価格の高騰、米
国サブプライムローン問題に端を発する金融不安や株式市場の影響などが、緩やかな回復基調をたどっ
た企業業績、設備投資にも大きな影響を与えたため、今後の景気動向に不透明感が出てまいりました。  
 一方、当社の主力事業であるセールスプロデュース事業は、クライアント企業からの様々な要請や営
業関連の支援に成果をもって実績とする事業でありますが、本年度は昨年度からの継続案件に大幅な遅
延が発生し、期初より事業計画遂行に支障が生じておりました。また、クライアント企業による事業計
画の延期や縮小の結果、当社グループ全体に影響が出てまいりました。  
 以上の結果、当第３四半期は売上高975,674千円（前年同期は売上高1,233,007千円）、 
営業損失209,968千円（前年同期は営業利益29,116千円）、経常損失224,755千円（前年同期は経常利益
22,577千円）となりました。  
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
 （訂正前） 
 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、繰延税金資産の取り崩し、貸倒引当金の増加および現預
金、売掛金の減少により、1,181,754千円となりました。 
負債に関しましては、買掛金の減少により、564,359千円となりました。また純資産に関しましては、前
年会計年度末に比べ492,212千円減少し、617,394千円となりました。 

  
 （訂正後） 
 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、繰延税金資産の取り崩し、貸倒引当金の増加および現預
金、売掛金の減少により、942,421千円となりました。 
負債に関しましては、買掛金の減少により、564,359千円となりました。また純資産に関しましては、前
年会計年度末に比べ479,045千円減少し、378,061千円となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】
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（訂正前） 

（単位：千円） 

 
  

5. (要約）四半期連結財務諸表

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表

科  目

前第３四半期連結会計期間末

(平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末

(平成19年12月31日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日)

金額 金額 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 461,132 245,696 517,810

 2. 受取手形及び売掛金 341,851 274,467 849,763

 3. たな卸資産 135,536 9,708 117,149

 4. 前渡金 110,721 ─ ─

 5. その他 61,288 49,567 88,317

   貸倒引当金 △ 1,966 △ 30,755 △ 38,625

   流動資産合計 1,108,564 548,683 1,534,415

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産 ※1 25,493 22,827 24,267

 2. 無形固定資産

  (1) ソフトウェア ─ 165,390 ─

  (2) 販売権 ─ 189,388 ─

  (3) その他 ─ 114 ─

   無形固定資産合計 30,455 354,894 128,874

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※2,4 50,100 215,919 187,602

  (2) 長期営業債権 ─ 190,175 ─

  (3) 長期未収金 ─ ─ 69,050

  (4) その他 76,811 48,987 102,432

    貸倒引当金 △ 5,875 △ 199,733 △ 74,682

   投資その他の資産合計 121,035 255,349 284,402

   固定資産合計 176,983 633,070 437,544

   資産合計 1,285,548 1,181,754 1,971,960
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（単位：千円） 

科  目

前第３四半期連結会計期間末

(平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末

(平成19年12月31日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日)

金額 金額 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 支払手形及び買掛金 92,249 219,751 481,633

 2. 短期借入金 49,900 36,000 100,000

 3. 一年以内返済予定 ※2 

   長期借入金
─ 67,200 30,000

 4. 賞与引当金 4,531 4,466 ─

 5. その他 81,508 85,942 130,719

   流動負債合計 228,189 413,359 742,353

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 ※2 ─ 151,000 120,000

   固定負債合計 ─ 151,000 120,000

   負債合計 228,189 564,359 862,353

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 325,625 330,800 326,600

 2. 資本剰余金 434,775 439,950 435,750

 3. 利益剰余金 296,958 37,017 342,329

 4. 自己株式 ─ △ 27,290 ─

   株主資本合計 1,057,358 780,477 1,104,679

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
─ △ 163,083 △ 760

   評価・換算差額等合計 ─ △ 163,083 △ 760

Ⅲ 少数株主持分 ─ ─ 5,687

   純資産合計 1,057,358 617,394 1,109,606

   負債純資産合計 1,285,548 1,181,754 1,971,960
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 （訂正後） 

（単位：千円） 

 
  

科  目

前第３四半期連結会計期間末

(平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末

(平成19年12月31日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日)

金額 金額 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 461,132 245,696 517,810

 2. 受取手形及び売掛金 299,851 221,967 589,363

 3. たな卸資産 135,536 9,708 117,149

 4. 前渡金 110,721 ─ ─

 5. その他 61,288 49,567 88,317

   貸倒引当金 △ 1,966 △ 30,755 △ 38,625

   流動資産合計 1,066,564 496,183 1,274,015

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産 ※1 25,493 22,827 24,267

 2. 無形固定資産

  (1) ソフトウェア ─ 20,557 ─

  (2) 販売権 ─ 189,388 ─

  (3) その他 ─ 114 ─

   無形固定資産合計 30,455 210,060 128,874

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※2,4 50,100 173,919 187,602

  (2) 長期営業債権 ─ 190,175 ─

  (3) 長期未収金 ─ ─ 69,050

  (4) その他 76,811 48,987 102,432

    貸倒引当金 △ 5,875 △ 199,733 △ 74,682

   投資その他の資産合計 121,035 213,349 284,402

   固定資産合計 176,983 446,237 437,544

   資産合計 1,243,548 942,421 1,711,560
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（単位：千円）

科  目

前第３四半期連結会計期間末

(平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末

(平成19年12月31日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日)

金額 金額 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 支払手形及び買掛金 92,249 219,751 481,633

 2. 短期借入金 49,900 36,000 100,000

 3. 一年以内返済予定 ※2 

   長期借入金
─ 67,200 30,000

 4. 賞与引当金 4,531 4,466 ─

 5. その他 81,508 85,942 122,819

   流動負債合計 228,189 413,359 734,453

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 ※2 ─ 151,000 120,000

   固定負債合計 ─ 151,000 120,000

   負債合計 228,189 564,359 854,453

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 325,625 330,800 326,600

 2. 資本剰余金 434,775 439,950 435,750

 3. 利益剰余金 254,958 △202,315 89,829

 4. 自己株式 ─ △ 27,290 ─

   株主資本合計 1,015,358 541,144 852,179

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
─ △ 163,083 △ 760

   評価・換算差額等合計 ─ △ 163,083 △ 760

Ⅲ 少数株主持分 ─ ─ 5,687

   純資産合計 1,015,358 378,061 857,106

   負債純資産合計 1,243,548 942,421 1,711,560
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（訂正前） 

（単位：千円） 

(2) (要約）四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

金額 金額 金額

Ⅰ 売上高 1,273,007 975,674 2,118,653

Ⅱ 売上原価 935,986 751,591 1,512,652

   売上総利益 337,020 224,083 606,001

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 265,904 447,218 434,347

    営業利益又は損失 

   (△は損失)
71,116 △ 223,135 171,654

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 740 1,326 1,201

 2. 受取配当金 ─ 2,425 ─

 3. 過年度消費税等還付金 ─ 2,334 ─

 4. 雑収入 89 984 1,318

  営業外収益合計 829 7,070 2,520

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 942 5,413 1,202

 2. 持分法による投資損失 ─ 252 539

 3. 貸倒引当金繰入額 30 5,900 5,367

 4. 創立費 3,127 ─ 3,522

 5. 保険解約損 ─ 9,280 ─

 6. 雑損失 3,267 1,010 8,171

  営業外費用合計 7,368 21,857 18,803

    経常利益又は損失 

   (△は損失)
64,577 △ 237,922 155,370

Ⅵ 特別利益

 1. 前期損益修正益 ─ 23,000 ─

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産除却損 ─ ─ 17

 2. 固定資産売却損 ─ 6 ─

 3. 関係会社株式売却損 ─ 1,130 ─

 4. 商品評価損 ─ 3,280 ─

 5. 訴訟和解金 ─ 5,000 ─

 6. 貸倒引当金繰入額 ─ ─ 17,500

  特別損失合計 ─ 9,417 17,517

    税金等調整前四半期   

   (当期)純利益又は純損失  

   (△は損失)

64,577 △ 224,339 137,853

    法人税、住民税及び 

   事業税
34,103 20,816 109,131

    過年度法人税、住民税 

   及び事業税 ※2
─ 13,380 ─

   法人税等調整額 ※2 2,404 50,776 △ 35,905

   少数株主損失 ─ 81 8,812

   四半期(当期)純利益又 

   は純損失(△は損失)
28,069 △ 309,232 73,440

－10－



  
（訂正後） 

（単位：千円） 

科  目

前第３四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

金額 金額 金額

Ⅰ 売上高 1,233,007 975,674 1,870,653

Ⅱ 売上原価 935,986 751,591 1,512,652

   売上総利益 297,020 224,083 358,001

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 267,904 434,051 438,847

    営業利益又は損失 

   (△は損失)
29,116 △209,968 △80,845

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 740 1,326 1,201

 2. 受取配当金 ─ 2,425 ─

 3. 過年度消費税等還付金 ─ 2,334 ─

 4. 雑収入 89 984 1,318

  営業外収益合計 829 7,070 2,520

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 942 5,413 1,202

 2. 持分法による投資損失 ─ 252 539

 3. 貸倒引当金繰入額 30 5,900 5,367

 4. 創立費 3,127 ─ 3,522

 5. 保険解約損 ─ 9,280 ─

 6. 雑損失 3,267 1,010 8,171

  営業外費用合計 7,368 21,857 18,803

    経常利益又は損失 

   (△は損失)
22,577 △224,755 △97,129

Ⅵ 特別利益

 1. 前期損益修正益 ─ 23,000 ─

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産除却損 ─ ─ 17

 2. 固定資産売却損 ─ 6 ─

 3. 関係会社株式売却損 ─ 1,130 ─

 4. 商品評価損 ─ 3,280 ─

 5. 訴訟和解金 ─ 5,000 ─

 6. 貸倒引当金繰入額 ─ ─ 17,500

  特別損失合計 ─ 9,417 17,517

    税金等調整前四半期   

   (当期)純利益又は純損失  

   (△は損失)

22,577 △211,173 △114,646

    法人税、住民税及び 

   事業税
34,103 20,816 109,131

    過年度法人税、住民税 

   及び事業税 ※2
─ 13,380 ─

   法人税等調整額 ※2 2,404 50,776 △ 35,905

   少数株主損失 ─ 81 8,812

   四半期(当期)純利益又 

   は純損失(△は損失)
△13,930 △296,065 △179,059

－11－



  

（訂正前） 

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

（単位：千円） 

 
  

（訂正後） 

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

（単位：千円） 

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

株主資本
純資産合計

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 322,625 431,775 268,889 1,023,289 1,023,289

当四半期中の変動額

 新株の発行 3,000 3,000 ─ 6,000 6,000

 第３四半期純利益 ─ ─ 28,069 28,069 28,069

当四半期中の変動額合計 3,000 3,000 28,069 34,069 34,069

平成18年12月31日残高 325,625 434,775 296,958 1,057,358 1,057,358

株主資本
純資産合計

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 322,625 431,775 268,889 1,023,289 1,023,289

当四半期中の変動額

 新株の発行 3,000 3,000 ─ 6,000 6,000

 第３四半期純損失（△） ─ ─ △13,930 △13,930 △13,930

当四半期中の変動額合計 3,000 3,000 △13,930 △7,930 △7,930

平成18年12月31日残高 325,625 434,775 254,958 1,015,358 1,015,358

－12－



  
（訂正前） 

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

（単位：千円） 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

当四半期中の変動額

 新株の発行 4,200 4,200 ─ ─ 8,400

 第３四半期純損失（△） ─ ─ △309,232 ─ △309,232

 自己株式の取得 ─ ─ ─ △27,290 △27,290

 連結子会社株式の売却 ─ ─ 3,920 ─ 3,920

 株主資本以外の項目の 

 当四半期中の変動額(純額)
─ ─ ─ ─ ─

当四半期中の変動額合計 4,200 4,200 △305,311 △27,290 △324,201

平成19年12月31日残高 330,800 439,950 37,017 △27,290 780,477

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19年３月31日残高 △760  △760 5,687 1,109,606

当四半期中の変動額

 新株の発行 ─ ─ ─ 8,400

 第３四半期純損失（△） ─ ─ ─ △309,232

 自己株式の取得 ─ ─ ─ △27,290

 連結子会社株式の売却 ─ ─ ─ 3,920

 株主資本以外の項目の 

 当四半期中の変動額(純額)
△162,322 △162,322 △5,687 △168,010

当四半期中の変動額合計 △162,322 △162,322 △5,687 △492,212

平成19年12月31日残高 △163,083 △163,083 ─ 617,394

－13－



  
（訂正後） 

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

（単位：千円） 

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

当四半期中の変動額

 新株の発行 4,200 4,200 ─ ─ 8,400

 第３四半期純損失（△） ─ ─ △296,065 ─ △296,065

 自己株式の取得 ─ ─ ─ △27,290 △27,290

 連結子会社株式の売却 ─ ─ 3,920 ─ 3,920

 株主資本以外の項目の 

 当四半期中の変動額(純額)
─ ─ ─ ─ ─

当四半期中の変動額合計 4,200 4,200 △292,145 △27,290 △311,035

平成19年12月31日残高 330,800 439,950 △202,315 △27,290 541,144

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19年３月31日残高 △760  △760 5,687 857,106

当四半期中の変動額

 新株の発行 ─ ─ ─ 8,400

 第３四半期純損失（△） ─ ─ ─ △296,065

 自己株式の取得 ─ ─ ─ △27,290

 連結子会社株式の売却 ─ ─ ─ 3,920

 株主資本以外の項目の 

 当四半期中の変動額(純額)
△162,322 △162,322 △5,687 △168,010

当四半期中の変動額合計 △162,322 △162,322 △5,687 △479,044

平成19年12月31日残高 △163,083 △163,083 ─ 378,061

－14－



  
（訂正前） 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（単位：千円） 

 
  

 
  

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

平成19年３月31日残高 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 ─ ─ ─ 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 △760 △760 5,687 86,317

平成19年３月31日残高 △760 △760 5,687 1,109,606

－15－



  
（訂正後） 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（単位：千円） 

 
  

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 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 3,975 3,975 △179,059 △171,109

平成19年３月31日残高 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 ─ ─ ─ 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 △760 △760 5,687 △166,183

平成19年３月31日残高 △760 △760 5,687 857,106

－16－



  

（訂正前） 

（単位：千円） 

 
  

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

区分 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前四半期(当期)純利益 

  又は純損失(△は増加)
△224,339 137,853

   減価償却費 44,427 10,636

   貸倒引当金の増加額 117,181 110,379

   賞与引当金の増加額 4,466 ─

   受取利息及び受取配当金 △3,751 △1,201

   支払利息 5,413 1,202

   持分法による投資損失 252 539

   有形固定資産除却損 ─ 17

   有形固定資産売却損 6 ─

   関係会社株式売却損 1,130 ─

   商品評価損 3,280 ─

   保険解約損 9,280 ─

   訴訟和解金 5,000 ─

   前期損益修正益 △23,000 ─

   売上債権の増減額(△は増加) 454,170 △411,225

   たな卸資産の減少額 104,160 76,763

   その他の流動資産の減少額 6,494 32,117

   仕入債務の増減額(△は減少) △238,882 128,903

   未払消費税の増減額(△は減少) △13,454 20,227

   その他の流動負債の増減額(△は減少) 18,578 △4,754

   その他 24,917 △20,264

    小計 295,331 81,195

   利息及び配当金の受取額 3,469 1,201

   利息の支払額 △5,264 △2,328

   法人税等の支払額 △84,291 △107,140

  営業活動によるキャッシュ・フロー 209,244 △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 △3,448 △8,325

   有形固定資産の売却による収入 114 ─

   無形固定資産の取得による支出 △270,262 △123,961

   投資有価証券の取得による支出 △188,632 △139,324

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

   売却による支出
△8,406 ─

   出資金の払込による支出 ─ △10

   短期貸付けによる支出 △2,400 △14,500

   短期貸付金の回収による収入 14,916 4,000

   長期貸付けによる支出 △600 △4,800

   長期貸付金の回収による収入 300 ─

   敷金保証金の支払による支出 △8,251 △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 △466,669 △285,216

－17－



 
(注) 前第３四半期連結会計期間につきましては、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、 

開示を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

区分 金額 金額

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 △64,000 △100,000

   長期借入れによる収入 100,000 150,000

   長期借入金の返済による支出 △31,800 ─

   株式の発行による収入 8,400 7,950

   少数株主の払込による収入 ─ 14,500

   自己株式の取得による支出 △27,290 ─

  財務活動によるキャッシュ・フロー △14,690 272,450

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △272,114 △39,837

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 517,810 557,648

Ⅵ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
245,696 517,810

－18－



  
（訂正後） 

（単位：千円） 

 
  

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

区分 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前四半期(当期)純利益 

  又は純損失(△は増加)
△211,173 △114,646

   減価償却費 31,260 10,636

   貸倒引当金の増加額 117,181 110,379

   賞与引当金の増加額 4,466 ─

   受取利息及び受取配当金 △3,751 △1,201

   支払利息 5,413 1,202

   持分法による投資損失 252 539

   有形固定資産除却損 ─ 17

   有形固定資産売却損 6 ─

   関係会社株式売却損 1,130 ─

   商品評価損 3,280 ─

   保険解約損 9,280 ─

   訴訟和解金 5,000 ─

   前期損益修正益 △23,000 ─

   売上債権の増減額(△は増加) 246,270 △150,825

   たな卸資産の減少額 104,160 76,763

   その他の流動資産の減少額 6,494 32,117

   仕入債務の増減額(△は減少) △238,882 128,903

   未払消費税の増減額(△は減少) △5,554 12,327

   その他の流動負債の増減額(△は減少) 18,578 △4,754

   その他 24,917 △20,264

    小計 95,331 81,195

   利息及び配当金の受取額 3,469 1,201

   利息の支払額 △5,264 △2,328

   法人税等の支払額 △84,291 △107,140

  営業活動によるキャッシュ・フロー 9,244 △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 △3,448 △8,325

   有形固定資産の売却による収入 114 ─

   無形固定資産の取得による支出 △112,262 △123,961

   投資有価証券の取得による支出 △146,632 △139,324

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

   売却による支出
△8,406 ─

   出資金の払込による支出 ─ △10

   短期貸付けによる支出 △2,400 △14,500

   短期貸付金の回収による収入 14,916 4,000

   長期貸付けによる支出 △600 △4,800

   長期貸付金の回収による収入 300 ─

   敷金保証金の支払による支出 △8,251 △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 △266,669 △285,216

－19－



 
(注) 前第３四半期連結会計期間につきましては、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、 

開示を省略しております。 

  

  

  

当第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

区分 金額 金額

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 △64,000 △100,000

   長期借入れによる収入 100,000 150,000

   長期借入金の返済による支出 △31,800 ─

   株式の発行による収入 8,400 7,950

   少数株主の払込による収入 ─ 14,500

   自己株式の取得による支出 △27,290 ─

  財務活動によるキャッシュ・フロー △14,690 272,450

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △272,114 △39,837

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 517,810 557,648

Ⅵ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
245,696 517,810

－20－



  

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

 
  

  

表示方法の変更

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

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

 
―――――

（四半期連結貸借対照表） 

 従来、一括表示していた無形固定資産は、「ソフト

ウェア」及び「販売権」の金額が総資産の100分の５を

超過したため、当第３四半期連結会計期間より区分掲

記することにいたしました。なお、前第３四半期連結

会計期間末において無形固定資産に含めていたソフト

ウェア及び販売権の金額は、それぞれ16,840千円及び

13,500千円であります。 

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

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

 
―――――

（四半期連結貸借対照表） 

 従来、一括表示していた無形固定資産は、「販売

権」の金額が総資産の100分の５を超過したため、当第

３四半期連結会計期間より区分掲記することにいたし

ました。なお、前第３四半期連結会計期間末において

無形固定資産に含めていた販売権の金額は、13,500千

円であります。 
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   当第３四半期連結会計期間末(平成19年12月31日) 

（訂正前） 

     １ 時価のある有価証券 

 
  

     ２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

（訂正後） 

     １ 時価のある有価証券 

 
  

     ２ 時価評価されていない主な有価証券 

(有価証券関係)

区分
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)

 その他有価証券

 ① 株式 274,756 111,673 △163,083

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

計 274,756 111,673 △163,083

区分 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 103,838

子会社及び関連会社株式            

  関連会社株式 407

区分
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)

 その他有価証券

 ① 株式 274,756 111,673 △163,083

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

計 274,756 111,673 △163,083

区分 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 61,838

子会社及び関連会社株式            

  関連会社株式 407
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（訂正前） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

(１株当たり情報)

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

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

前連結会計年度
(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 90,994円71銭 １株当たり純資産額 53,095円50銭 １株当たり純資産額 94,789円57銭

１株当たり第３四半期
純利益

2,425円64銭
１株当たり第３四半期
純損失

26,601円46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
たり第３四半期純利益

2,338円22銭
 潜在株式調整後１株当たり第３四
半期純利益につきましては、潜在株
式が存在するものの１株当たり第３
四半期純損失が計上されているた
め、記載を省略しております。

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

6,118円42銭

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

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

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日  
 至 平成19年３月31日) 

純 資 産 の 部 の 合 計
額 (千円)

1,057,358 617,394 1,109,606

普通株式に係る純資産
額 (千円)

1,057,358 617,394 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)

11,620 11,758 11,646

普通株式の自己株式数
(株)

― 130 ―

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)

11,620 11,628 11,646
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２ １株当たり第３四半期(当期)純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益 

 
  

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

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

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 １株当たり第３四半 
 期(当期)純利益又は 
 純損失
 第３四半期(当期) 
 純利益又は純損失 
 (△は損失)(千円)

28,069 △309,232 73,440

 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 
 利益又は純損失(△ 
 は損失)(千円)

28,069 △309,232 73,440

 普通株式の期中平均 
 株式数(株)

11,572 11,625 11,585

 潜在株式調整後１株 
 当たり第３四半期  
 (当期)純利益
 第３四半期(当期) 
 純利益調整額 
 (千円)

― ― ―

 普通株式増加数(株) 433 ― 417

(うち新株予約権(株)) (433) (―) (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

―

 第１回新株予約権  8株 

 第２回新株予約権 122株 

 第３回新株予約権 164株

―
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（訂正後） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

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

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

前連結会計年度
(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 87,380円25銭 １株当たり純資産額 32,513円00銭 １株当たり純資産額 73,108円30銭

１株当たり第３四半期
純損失

1,203円84銭
１株当たり第３四半期
純損失

25,468円81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
当たり第３四半期純利
益につきましては、潜
在株式が存在するもの
の1株当たり第３四半
期純損失が計上されて
いるため、記載を省略
しております。

 

 潜在株式調整後１株当たり第３四
半期純利益につきましては、潜在株
式が存在するものの１株当たり第３
四半期純損失が計上されているた
め、記載を省略しております。

 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益につきましては、潜在株式が存
在するものの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
前第３四半期連結会計期間
(自 平成18年４月１日  
 至 平成18年12月31日) 

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

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日  
 至 平成19年３月31日) 

純 資 産 の 部 の 合 計
額 (千円)

1,015,358 378,061 857,106

普通株式に係る純資産
額 (千円)

1,015,358 378,061 857,106

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)

11,620 11,758 11,646

普通株式の自己株式数
(株)

― 130 ―

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)

11,620 11,628 11,646
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２ １株当たり第３四半期(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益 

 
  

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

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

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 １株当たり第３四半 
 期(当期)純損失

 第３四半期(当期) 
 純損失(△は損失)
(千円)

△13,930 △296,065 △179,059

 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(△は損失)(千円)

△13,930 △296,065 △179,059

 普通株式の期中平均 
 株式数(株)

11,572 11,625 11,585

 潜在株式調整後１株 
 当たり第３四半期  
 (当期)純利益
 第３四半期(当期) 
 純利益調整額 
 (千円)

― ― ―

 普通株式増加数(株) 433 ― 417

(うち新株予約権(株)) (433) (―) (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

―

 第１回新株予約権  8株 

 第２回新株予約権 122株 

 第３回新株予約権 164株

―
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（訂正前） 

（単位：千円） 

6. 四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

科  目

前第３四半期会計期間末

(平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間末

(平成19年12月31日)

前事業年度の 

要約貸借対照表

（平成19年３月31日)

金額 金額 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 120,018 16,042 140,143

 2. 受取手形 11,655 2,919 ─

 3. 売掛金 298,124 226,448 821,599

 4. たな卸資産 135,484 4,792 115,793

 5. 立替金 66,323 ─ 587

 6. その他 56,753 48,086 81,277

   貸倒引当金 △ 2,379 △ 32,592 △ 39,138

   流動資産合計 685,979 265,695 1,120,263

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産 ※1 17,171 14,461 16,391

 2. 無形固定資産

  (1) ソフトウェア ─ 150,988 7,645

  (2) 販売権 ─ 178,888 ─

  (3) その他 ─ 85 100,085

   無形固定資産合計 8,239 329,962 107,731

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※3,5 ─ 215,512 186,942

  (2) 関係会社株式 350,000 350,000 356,079

  (3) 長期営業債権 ─ 190,175 69,050

  (4) その他 120,537 40,277 78,287

    貸倒引当金 △ 5,875 △ 199,733 △ 57,182

   投資その他の資産合計 464,661 596,231 633,176

   固定資産合計 490,072 940,656 757,299

   資産合計 1,176,052 1,206,352 1,877,563
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科  目

前第３四半期会計期間末

(平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間末

(平成19年12月31日)

前事業年度の 

要約貸借対照表

（平成19年３月31日)

金額 金額 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 買掛金 77,425 191,206 462,298

 2. 短期借入金 49,900 201,790 140,000

 3. 一年以内返済予定 ※3 

   長期借入金
─ 67,200 30,000

 4. 未払法人税等 ─ 13,709 26,898

 5. 賞与引当金 2,333 1,533 ─

 6. その他  ※2 27,584 28,231 37,192

   流動負債合計 157,243 503,671 696,389

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 ※3 ─ 151,000 120,000

   固定負債合計 ─ 151,000 120,000

   負債合計 157,243 654,671 816,389

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 325,625 330,800 326,600

 2. 資本剰余金 434,775 439,950 435,750

 3. 利益剰余金 258,409 △ 28,696 299,583

 4. 自己株式 ─ △ 27,290 ─

   株主資本合計 1,018,809 714,763 1,061,933

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
─ △ 163,083 △ 760

   評価・換算差額等合計 ─ △ 163,083 △ 760

   純資産合計 1,018,809 551,680 1,061,173

   負債純資産合計 1,176,052 1,206,352 1,877,563
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（訂正後） 

（単位：千円） 

 
  

科  目

前第３四半期会計期間末

(平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間末

(平成19年12月31日)

前事業年度の 

要約貸借対照表

（平成19年３月31日)

金額 金額 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 120,018 16,042 140,143

 2. 受取手形 11,655 2,919 ─

 3. 売掛金 256,124 173,948 561,199

 4. たな卸資産 135,484 4,792 115,793

 5. 立替金 66,323 ─ 587

 6. その他 56,753 48,086 81,277

   貸倒引当金 △ 2,379 △ 32,592 △ 39,138

   流動資産合計 643,979 213,195 859,863

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産 ※1 17,171 14,461 16,391

 2. 無形固定資産

  (1) ソフトウェア ─ 6,155 7,645

  (2) 販売権 ─ 178,888 ─

  (3) その他 ─ 85 100,085

   無形固定資産合計 8,239 185,129 107,731

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※3,5 ─ 173,512 186,942

  (2) 関係会社株式 350,000 350,000 356,079

  (3) 長期営業債権 ─ 190,175 69,050

  (4) その他 120,537 40,277 78,287

    貸倒引当金 △ 5,875 △ 199,733 △ 57,182

   投資その他の資産合計 464,661 554,231 633,176

   固定資産合計 490,072 753,822 757,299

   資産合計 1,134,052 967,018 1,617,163
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科  目

前第３四半期会計期間末

(平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間末

(平成19年12月31日)

前事業年度の 

要約貸借対照表

（平成19年３月31日)

金額 金額 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 買掛金 77,425 191,206 462,298

 2. 短期借入金 49,900 201,790 140,000

 3. 一年以内返済予定 ※3 

   長期借入金
─ 67,200 30,000

 4. 未払法人税等 ─ 13,709 26,898

 5. 賞与引当金 2,333 1,533 ─

 6. その他  ※2 27,584 28,231 29,292

   流動負債合計 157,243 503,671 688,489

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 ※3 ─ 151,000 120,000

   固定負債合計 ─ 151,000 120,000

   負債合計 157,243 654,671 808,489

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 325,625 330,800 326,600

 2. 資本剰余金 434,775 439,950 435,750

 3. 利益剰余金 216,409 △268,029 47,083

 4. 自己株式 ─ △ 27,290 ─

   株主資本合計 976,809 475,430 809,433

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
─ △ 163,083 △ 760

   評価・換算差額等合計 ─ △ 163,083 △ 760

   純資産合計 976,809 312,346 808,673

   負債純資産合計 1,134,052 967,018 1,617,163
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（訂正前） 

（単位：千円） 

 
  

(2) 四半期損益計算書

科  目

前第３四半期会計期間

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

前事業年度の 

要約損益計算書

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

金額 金額 金額

Ⅰ 売上高 1,103,210 640,385 1,863,508

Ⅱ 売上原価 889,330 558,449 1,416,830

   売上総利益 213,880 81,935 446,678

Ⅲ 販売費及び一般管理費※1 222,658 351,536 371,595

営業利益又は損失(△は損

失)
△8,778 △ 269,600 75,082

Ⅳ 営業外収益    ※1 7,971 6,955 9,564

Ⅴ 営業外費用  ※2 4,246 22,971 14,737

経常利益又は損失(△は損 

失）
△5,053 △ 285,616 69,910

Ⅵ 特別利益   ※3 ─ 23,000 ─

Ⅶ 特別損失   ※4 ─ 6,136 9,437

    税金等調整前四半期 

   (当期)純利益又は純損失 

   (△は損失)

△5,053 △ 268,753 60,473

    法人税、住民税及び 

   事業税
217 217 64,669

    過年度法人税、住民税 

   及び事業税
─ 13,380 ─

   法人税等調整額 5,209 45,928 △ 34,890

 四半期(当期) 

 純利益又は純損失(△は 

 損失）

△10,480 △ 328,280 30,694
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（訂正後） 

（単位：千円） 

科  目

前第３四半期会計期間

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

前事業年度の 

要約損益計算書

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

金額 金額 金額

Ⅰ 売上高 1,063,210 640,385 1,615,508

Ⅱ 売上原価 889,330 558,449 1,416,830

   売上総利益 173,880 81,935 198,678

Ⅲ 販売費及び一般管理費※1 224,658 338,369 376,095

営業損失(△は損失) △50,778 △256,434 △177,417

Ⅳ 営業外収益    ※1 7,971 6,955 9,564

Ⅴ 営業外費用  ※2 4,246 22,971 14,737

経常損失(△は損失） △47,053 △272,449 △182,589

Ⅵ 特別利益   ※3 ─ 23,000 ─

Ⅶ 特別損失   ※4 ─ 6,136 9,437

    税金等調整前四半期 

   (当期)純損失(△は損失)
△47,053 △255,586 △192,026

    法人税、住民税及び 

   事業税
217 217 64,669

    過年度法人税、住民税 

   及び事業税
─ 13,380 ─

   法人税等調整額 5,209 45,928 △ 34,890

 四半期(当期)純損失(△は 

 損失）
△52,480 △315,113 △221,805

－32－



  

（訂正前） 

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

         （単位：千円）

 
  

（訂正後） 

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

         （単位：千円）

(3) 四半期株主資本等変動計算書

株主資本

純資産合計
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 322,625 431,775 431,775 268,889 268,889 1,023,289 1,023,289

当四半期中の変動額

 新株の発行 3,000 3,000 3,000 ― ― 6,000 6,000

 第３四半期純損失（△） ― ― ― △10,480 △10,480 △10,480 △10,480

当四半期中の変動額合計 3,000 3,000 3,000 △10,480 △10,480 △4,480 △4,480

平成18年12月31日残高 325,625 434,775 434,775 258,409 258,409 1,018,809 1,018,809

株主資本

純資産合計
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 322,625 431,775 431,775 268,889 268,889 1,023,289 1,023,289

当四半期中の変動額

 新株の発行 3,000 3,000 3,000 ― ― 6,000 6,000

 第３四半期純損失（△） ― ― ― △52,480 △52,480 △52,480 △52,480

当四半期中の変動額合計 3,000 3,000 3,000 △52,480 △52,480 △46,480 △46,480

平成18年12月31日残高 325,625 434,775 434,775 216,409 216,409 976,809 976,809

－33－



  
（訂正前） 

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

         （単位：千円）

 
  

 
  

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計資本金

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19年３月31日残高 326,600 435,750 435,750 299,583 299,583 ― 1,061,933

当四半期中の変動

 新株の発行 4,200 4,200 4,200 ― ― ― 8,400

 第３四半期純損失（△） ― ― ― △328,280 △328,280 ― △328,280

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △27,290 △27,290

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純
額)

― ― ― ― ― ― ―

当四半期中の変動額合計 4,200 4,200 4,200 △328,280 △328,280 △27,290 △347,170

平成19年12月31日残高 330,800 439,950 439,950 △28,696 △28,696 △27,290 714,763

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

平成19年３月31日残高 △760 △760 1,061,173

当四半期中の変動

 新株の発行 ― ― 8,400

 第３四半期純損失（△） ― ― △328,280

 自己株式の取得 ― ― △27,290

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純額)

△162,322 △162,322 △162,322

当四半期中の変動額合計 △162,322 △162,322 △509,493

平成19年12月31日残高 △163,083 △163,083 551,680

－34－



  
（訂正後） 

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

         （単位：千円）

 
  

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計資本金

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19年３月31日残高 326,600 435,750 435,750 47,083 47,083 ― 809,433

当四半期中の変動

 新株の発行 4,200 4,200 4,200 ― ― ― 8,400

 第３四半期純損失（△） ― ― ― △315,113 △315,113 ― △315,113

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △27,290 △27,290

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純
額)

― ― ― ― ― ― ―

当四半期中の変動額合計 4,200 4,200 4,200 △315,113 △315,113 △27,290 △334,003

平成19年12月31日残高 330,800 439,950 439,950 △268,029 △268,029 △27,290 475,430

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

平成19年３月31日残高 △760 △760 808,673

当四半期中の変動

 新株の発行 ― ― 8,400

 第３四半期純損失（△） ― ― △315,113

 自己株式の取得 ― ― △27,290

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純額)

△162,322 △162,322 △162,322

当四半期中の変動額合計 △162,322 △162,322 △496,325

平成19年12月31日残高 △163,083 △163,083 312,346

－35－



  
（訂正前） 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（単位：千円） 

 
  

 
  

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 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 3,975 3,975 3,975 30,694 30,694 38,644

平成19年３月31日残高 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

平成18年３月31日残高 ― ― 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 △760 △760 37,884

平成19年３月31日残高 △760 △760 1,061,173

－36－



  
（訂正後） 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（単位：千円） 

 
  

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 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 3,975 3,975 3,975 △221,805 △221,805 △213,855

平成19年３月31日残高 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

平成18年３月31日残高 ― ― 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 △760 △760 △214,615

平成19年３月31日残高 △760 △760 808,673

－37－



  

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

(表示方法の変更)

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

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

 
―――――

（四半期貸借対照表） 

 従来、流動資産において区分掲記していた「立替

金」は、その金額が総資産の100分の５以下となったた

め、当第３四半期会計期間より流動資産の「その他」

に含めて表示することにいたしました。なお、当第３

四半期会計期間末において流動資産の「その他」に含

まれる立替金の金額は、9,161千円であります。  

 従来、一括表示していた無形固定資産は「ソフトウ

ェア」の金額が総資産の100分の５を超過したため、当

第３四半期会計期間より区分掲記することにいたしま

した。なお、前第３四半期会計期間末において無形固

定資産に含めていたソフトウェアの金額は8,154千円で

あります。  

 従来、投資その他の資産のその他に含めて表示して

いた「投資有価証券」は、その金額が総資産の100分の

５を超過したため、当第３四半期会計期間より区分掲

記することにいたしました。なお、前第３四半期会計

期間末において投資その他の資産の「その他」に含め

ていた投資有価証券の金額は、50,100千円でありま

す。

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

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

 
―――――

（四半期貸借対照表） 

 従来、流動資産において区分掲記していた「立替

金」は、その金額が総資産の100分の５以下となったた

め、当第３四半期会計期間より流動資産の「その他」

に含めて表示することにいたしました。なお、当第３

四半期会計期間末において流動資産の「その他」に含

まれる立替金の金額は、9,161千円であります。   

 従来、投資その他の資産のその他に含めて表示して

いた「投資有価証券」は、その金額が総資産の100分の

５を超過したため、当第３四半期会計期間より区分掲

記することにいたしました。なお、前第３四半期会計

期間末において投資その他の資産の「その他」に含め

ていた投資有価証券の金額は、50,100千円でありま

す。

－38－



  

（訂正前） 

 
  

(6) 注記事項

(四半期損益計算書関係)

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

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

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 713千円

雑収入 7,258千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 888千円

受取配当金 2,425千円

過年度消費税等還

付金
2,334千円

雑収入 1,307千円

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,000千円

雑収入 8,564千円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 942千円

貸倒引当金繰入額 36千円

雑損失 3,267千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 6,779千円

貸倒引当金繰入額 5,900千円

保険解約損 9,280千円

雑損失 1,010千円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 1,202千円

貸倒引当金繰入額 5,367千円

雑損失 8,166千円

 

 ３   ――――――― 

 

 ４   ―――――――

 

 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 2,418千円

無形固定資産 1,526千円

 

 

※３ 特別利益の主要項目

前期損益修正益 23,000千円

※４ 特別損失の主要項目

関係会社株式 

売却損
1,130千円

固定資産売却損 6千円

訴訟和解金 5,000千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 1,615千円

無形固定資産 35,768千円

 

 ３   ――――――― 

 

※４ 特別損失の主要項目

関係会社株式 

評価損
9,420千円

固定資産除却損 17千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 3,180千円

無形固定資産 2,034千円

－39－



  
（訂正後） 

 
  

  

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

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

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 713千円

雑収入 7,258千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 888千円

受取配当金 2,425千円

過年度消費税等還

付金
2,334千円

雑収入 1,307千円

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,000千円

雑収入 8,564千円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 942千円

貸倒引当金繰入額 36千円

雑損失 3,267千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 6,779千円

貸倒引当金繰入額 5,900千円

保険解約損 9,280千円

雑損失 1,010千円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 1,202千円

貸倒引当金繰入額 5,367千円

雑損失 8,166千円

 

 ３   ――――――― 

 

 ４   ―――――――

 

 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 2,418千円

無形固定資産 1,526千円

 

 

※３ 特別利益の主要項目

前期損益修正益 23,000千円

※４ 特別損失の主要項目

関係会社株式 

売却損
1,130千円

固定資産売却損 6千円

訴訟和解金 5,000千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 1,615千円

無形固定資産 22,602千円

 

 ３   ――――――― 

 

※４ 特別損失の主要項目

関係会社株式 

評価損
9,420千円

固定資産除却損 17千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 3,180千円

無形固定資産 2,034千円

－40－



  

（訂正前） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

(１株当たり情報)

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

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

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 87,677円22銭 47,444円11銭 91,119円13銭

１株当たり第３四半期
(当期)純利益又は純損
失(△は損失)

△905円64銭 △28,240円07銭 2,649円42銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期(当期)

純利益

  潜在株式調整後１株当た
り第３四半期純利益につき
ましては、潜在株式が存在
するものの１株当たり第３
四半期純損失が計上されて
いるため、記載を省略して
おります。

潜在株式調整後１株当た
り第３四半期純利益につき
ましては、潜在株式が存在
するものの１株当たり第３
四半期純損失が計上されて
いるため、記載を省略して
おります。

2,557円20銭

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

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

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

純 資 産 の 部 の 合 計
額 (千円)

1,018,809 551,680 1,061,173

普通株式に係る純資 
産額 (千円)

1,018,809 551,680 1,061,173

普通株式の発行済株式
数(株)

11,620 11,758 11,646

普通株式の自己株式数
(株)

― 130 ―

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)

11,620 11,628 11,646
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２ １株当たり第３四半期(当期)純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益 

 
  

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

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

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり四半期(当
期)純利益又は純損失

 第３四半期(当期)純 
 利益又は純損失(△ 
 は損失)(千円)

△10,480 △328,280 30,694

 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)純利益 
 又は純損失(△は損 
 失)(千円)

△10,480 △328,280 30,694

 普通株式の期中平均 
 株式数(株)

11,572 11,625 11,585

潜在株式調整後１株当
たり第３四半期(当期)
純利益

 第３四半期(当期)純 
 利益調整額(千円)

─ ─ ─

 普通株式増加数(株) 459 ─ 417

(うち新株予約権(株)) (459) (─) (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

―

        
 第１回新株予約権  8株 

 第２回新株予約権 122株 

 第３回新株予約権 164株

―
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（訂正後） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

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

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

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 84,062円76銭 26,861円60銭 69,437円87銭

１株当たり第３四半期
(当期)純損失(△は損
失)

△4,535円12銭 △27,107円41銭 △19,145円40銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期(当期)

純利益

  潜在株式調整後１株当た
り第３四半期純利益につき
ましては、潜在株式が存在
するものの１株当たり第３
四半期純損失が計上されて
いるため、記載を省略して
おります。

潜在株式調整後１株当た
り第３四半期純利益につき
ましては、潜在株式が存在
するものの１株当たり第３
四半期純損失が計上されて
いるため、記載を省略して
おります。

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益につきまして
は、潜在株式が存在するも
のの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
前第３四半期会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年12月31日)

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

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

純 資 産 の 部 の 合 計
額 (千円)

976,809 312,346 808,673

普通株式に係る純資 
産額 (千円)

976,809 312,346 808,673

普通株式の発行済株式
数(株)

11,620 11,758 11,646

普通株式の自己株式数
(株)
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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)

11,620 11,628 11,646

－43－



  
２ １株当たり第３四半期(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益 

 
  

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

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

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり四半期(当
期)純損失

 第３四半期(当期)純
損失(△は損失)(千円)

△52,480 △315,113 △221,805

 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
(△は損失)(千円)

△52,480 △315,113 △221,805

 普通株式の期中平均 
 株式数(株)

11,572 11,625 11,585

潜在株式調整後１株当
たり第３四半期(当期)
純利益

 第３四半期(当期)純 
 利益調整額(千円)

─ ─ ─

 普通株式増加数(株) 459 ─ 417

(うち新株予約権(株)) (459) (─) (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

―

        
 第１回新株予約権  8株 

 第２回新株予約権 122株 

 第３回新株予約権 164株

―
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