
  

 
平成 24 年 9 月 11 日 

各   位 
会社名     株式会社ゲートウェイホールディングス 
代表者名    代表取締役社長     三木 隆一 
（JASDAQ コード 7708） 
問い合わせ先  常務取締役 社長室長  深井 憲晃 
電話番号    03-5425-7421 

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成 24 年 6 月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 24 年８月 17 日に発表いたしました「平成 24 年６月期   決算短信〔日本基準〕（連結） 」に

ついて一部誤りがありましたので訂正致します。訂正箇所は下線で示しております。 

 

【訂正内容】 

 平成24年６月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結貸借対照表、連結キャ

ッシュ・フロー計算書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に、計算並びに表示の方法

に誤りがあることが判明いたしましたため、公表済みの決算短信を訂正させていただくものであります。

また、損益計算書において、販売費及び一般管理費に計上しておりました貸倒損失を営業外費用に表示

上の区分を変更しております。 

  

記 

 

 
１．平成 24 年６月期の連結業績（平成 23 年７月１日～平成 24 年６月 30 日） 
＜訂正前＞ 
（ ３）連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

 24年６月期 △201 △7 237 61
 23年６月期 △180 △126 273 39

 
＜訂正後＞ 
（ ３）連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

 24年６月期 △199 △9 237 61
 23年６月期 △180 △126 273 39

  
 (参考) 個別業績の概要 
＜訂正前＞ 
１．平成 24 年６月期の個別業績（平成 23 年７月１日～平成 24 年６月 30 日） 
（ １）個別経営成績 (％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 ％

 24年６月期 2 △55.8 △236 ― △221 ― △227 ―
 23年６月期 6 △24.5 △198 ― △201 ― △495 ―

 

 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
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 24年６月期 △2,623 89 ―
 23年６月期 △7,114 50 ―

 
 
 
（２）個別財政状態 

 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

 24年６月期 123 △92 ― △760 17
 23年６月期 145 △20 △15.2 △293 62 
(参考) 自己資本 24年６月期 △92百万円 23年６期 △22百万円

 
＜訂正後＞ 
１．平成 24 年６月期の個別業績（平成 23 年７月１日～平成 24 年６月 30 日） 
（ １）個別経営成績 (％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 ％

 24年６月期 2 △55.8 △191 ― △223 ― △230 ―
 23年６月期 6 △24.5 △198 ― △201 ― △495 ―

 

 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

 24年６月期 △2,649 94 ―
 23年６月期 △7,114 50 ―

 
（２）個別財政状態 

 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

 24年６月期 123 △95 ― △778 67
 23年６月期 145 △20 △15.2 △293 62 
(参考) 自己資本 24年６月期 △95百万円 23年６期 △22百万円

 
 
 

１．経営成績 
＜ 訂正前＞ 

（２）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、61 百万円であり前年同期と比べ 22 百万円の増

加となりました。  

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少は201百万円（前年同期比21百万円減）となり

ました。  

 これは主に税金等調整前当期純損失を 78 百万円計上し、未払金が 51 百万円減少したことにより

ます。  

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は7百万円（前年同期比119百万円増）となり

ました。  

 これは主に貸付金の回収による収入 48 百万円があった一方、貸付による支出 56 百万円を計上し

たことによります。  

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は 237 百万円（前年同期比 36 百万円減）とな

りました。  
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 これは主に短期借入金の純増加額 185 百万円、株式の発行による収入 57 百万円を計上したことに

よります。  

 

＜ 訂正後＞ 

（２）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、61 百万円であり前年同期と比べ 22 百万円の増

加となりました。  

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少は199百万円（前年同期比19百万円減）となり

ました。  

 これは主に税金等調整前当期純損失を 78 百万円計上し、未払金が 51 百万円減少したことにより

ます。  

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は９百万円（前年同期比116百万円増）となり

ました。  

 これは主に貸付金の回収による収入 48 百万円があった一方、貸付による支出 56 百万円を計上し

たことによります。  

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は 237 百万円（前年同期比 36 百万円減）とな

りました。  

 これは主に短期借入金の純増加額 185 百万円、株式の発行による収入 57 百万円を計上したことに

よります。  

 

  
３．経営方針 
＜訂正前＞ 

（４）会社の対処すべき課題 

①営業利益及びキャッシュ・フローの改善 

   当企業グループは、前連結会計年度に 290 百万円、当連結会計年度には 210 百万円の営業損失を

計上し、営業キャッシュフローについては、前連結会計年度は 180 百万円、当連結会計年度には201

百万円のマイナスとなっております。今後は、事業の見直しに加え、収益を見込める事業の強化等

を行なうことにより、利益の確保、向上に努めてまいります。 

 ②損失の解消 

  当企業グループは当連結会計年度において 80 百万円の当期純損失を計上しております。当企業

グループは当該状況を解消し、黒字体質への転換を図るため、事業の選択と集中を行ってまいりま

す。今後は、当企業グループ全体における累積損失の解消を目指してまいります。 

 ③営業体制の強化 

  当企業グループは、明確なセグメント別戦略により、ユーザからのニーズ・技術要求への対応

を強化するとともに、主要重点ユーザに対する積極的な営業を展開し、開発時からのユーザ要求を

把握することで、量産品の受注獲得につなげております。事業領域によっては、有力なパートナー

との業務提携や、大手商社との協業により、市場ニーズのいち早いキャッチアップ及び販売体制の

強化を行なってまいります。 

 ④管理体制の強化 

  当企業グループは、管理体制の不備から、一部の法定書類の提出を遅延する事態が生じました。

当該事態を重く受け止め、社内の管理体制の整備及び社内管理に関する研修を強化することにより、

管理体制の強化を目指してまいります。 

 ⑤投資効率の向上 

  良質の案件発掘や様々な支援を実行し、収益化につなげていくキャピタリストの補強、育成を

行なってまいります。ステージ毎のインキュベーション方針を明確化し、できる限り投資パフォー

マンスの向上に努め、営業力の強化も併せて行なってまいります。当社と投資先企業、もしくは投
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資先企業同士の経営資源を組成させ、そこから創出されるシナジーの確立を図る所存であります。 

 

 

＜訂正後＞ 
（４）会社の対処すべき課題 

①営業利益及びキャッシュ・フローの改善 

   当企業グループは、前連結会計年度に 290 百万円、当連結会計年度には 210 百万円の営業損失を

計上し、営業キャッシュフローについては、前連結会計年度は 180 百万円、当連結会計年度には199

百万円のマイナスとなっております。今後は、事業の見直しに加え、収益を見込める事業の強化等

を行なうことにより、利益の確保、向上に努めてまいります。 

 ②損失の解消 

  当企業グループは当連結会計年度において 80 百万円の当期純損失を計上しております。当企業

グループは当該状況を解消し、黒字体質への転換を図るため、事業の選択と集中を行ってまいりま

す。今後は、当企業グループ全体における累積損失の解消を目指してまいります。 

 ③営業体制の強化 

  当企業グループは、明確なセグメント別戦略により、ユーザからのニーズ・技術要求への対応

を強化するとともに、主要重点ユーザに対する積極的な営業を展開し、開発時からのユーザ要求を

把握することで、量産品の受注獲得につなげております。事業領域によっては、有力なパートナー

との業務提携や、大手商社との協業により、市場ニーズのいち早いキャッチアップ及び販売体制の

強化を行なってまいります。 

 ④管理体制の強化 

  当企業グループは、管理体制の不備から、一部の法定書類の提出を遅延する事態が生じました。

当該事態を重く受け止め、社内の管理体制の整備及び社内管理に関する研修を強化することにより、

管理体制の強化を目指してまいります。 

 ⑤投資効率の向上 

  良質の案件発掘や様々な支援を実行し、収益化につなげていくキャピタリストの補強、育成を

行なってまいります。ステージ毎のインキュベーション方針を明確化し、できる限り投資パフォー

マンスの向上に努め、営業力の強化も併せて行なってまいります。当社と投資先企業、もしくは投

資先企業同士の経営資源を組成させ、そこから創出されるシナジーの確立を図る所存であります。 
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４．連結財務諸表 
＜訂正前＞ 
（１）連結貸借対照表 
    (単位：千円)

  
前連結会計年度 

(平成 23 年６月 30 日) 
 

当連結会計年度 

(平成 24 年６月 30 日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 39,305  61,377

  受取手形及び売掛金 87,161  37,469

  商品及び製品 12,097  17,342

  仕掛品 322,209  13,581

  原材料及び貯蔵品 8,577  11,929

  短期貸付金 45,300  14,754

  未収入金 62,233  3,067

  その他 47,724  3,683

  貸倒引当金 △112,929  △9,346

  流動資産合計 511,680  153,859

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 280,483  278,455

    減価償却累計額 △232,507  △242,542

    建物及び構築物（純額） 47,976  35,913

   機械装置及び運搬具 47,956  49,988

    減価償却累計額 △40,417  △43,307

    機械装置及び運搬具（純額） 7,539  6,681

   工具、器具及び備品 27,524  27,524

    減価償却累計額 △26,165  △26,629

    工具、器具及び備品（純額） 1,359  894

   土地 113,393  113,393

   有形固定資産合計 170,267  156,882

  無形固定資産  

   その他 18,332  0

   無形固定資産合計 18,332  0

  投資その他の資産  

   投資有価証券 10,000  10,000

   長期貸付金 88,216  39,025

   長期未収入金 17,163  47,912

   破産更生債権等 -  59,618

   その他 17,490  6,608

   貸倒引当金 △85,384  △96,718

   投資その他の資産合計 47,485  66,445

  固定資産合計 236,085  223,327

 資産合計 747,765  377,186
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    (単位：千円)

  
前連結会計年度 

(平成 23 年６月 30 日) 
 

当連結会計年度 

(平成 24 年６月 30 日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 265,808  931

  短期借入金 147,144  188,606

  一年内返済予定の長期借入金 22,374  94,000

  未払金 94,294  39,613

  未払法人税等 8,651  12,528

  前受金 136,468  3,000

  その他 20,068  19,697

  流動負債合計 694,811  358,377

 固定負債  

  長期借入金 111,956  -

  退職給付引当金 6,979  9,514

  固定負債合計 118,936  9,514

 負債合計 813,747  367,891

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,362,985  1,441,484

  資本剰余金 489,528  568,028

  利益剰余金 △1,900,010  △1,980,416

  自己株式 △19,801  △19,801

  株主資本合計 △67,297  9,295

 新株予約権 1,316  -

 純資産合計 △65,981  9,295

負債純資産合計 747,765  377,186
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＜訂正後＞ 
（１）連結貸借対照表 
    (単位：千円)

  
前連結会計年度 

(平成 23 年６月 30 日) 
 

当連結会計年度 

(平成 24 年６月 30 日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 39,305  61,377

  受取手形及び売掛金 87,161  37,469

  商品及び製品 12,097  17,342

  仕掛品 322,209  13,581

  原材料及び貯蔵品 8,577  11,929

  短期貸付金 45,300  14,754

  未収入金 62,233  3,067

  その他 47,724  3,683

  貸倒引当金 △112,929  △1,784

  流動資産合計 511,680  161,420

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 280,483  278,455

    減価償却累計額  △232,507  △242,542

    建物及び構築物（純額）  47,976  35,913

   機械装置及び運搬具 47,956  49,988

    減価償却累計額  △40,417  △43,307

    機械装置及び運搬具（純額） 7,539  6,681

   工具、器具及び備品 27,524  27,524

    減価償却累計額  △26,165  △26,629

    工具、器具及び備品（純額） 1,359  894

   土地  113,393  113,393

   有形固定資産合計 170,267  156,882

  無形固定資産  

   その他 18,332  0

   無形固定資産合計 18,332  0

  投資その他の資産  

   投資有価証券  10,000  10,000

   長期貸付金 88,216  39,025

   長期未収入金 17,163  55,889

   破産更生債権等 -  51,640

   その他 17,490  6,608

   貸倒引当金 △85,384  △104,280

   投資その他の資産合計 47,485  58,884

  固定資産合計 236,085  215,766

 資産合計 747,765  377,186
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    (単位：千円)

  
前連結会計年度 

(平成 23 年６月 30 日) 
 

当連結会計年度 

(平成 24 年６月 30 日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 265,808  931

  短期借入金 147,144  188,606

  一年内返済予定の長期借入金  22,374  94,000

  未払金 94,294  39,613

  未払法人税等 8,651  12,528

  前受金 136,468  3,000

  その他 20,068  19,697

  流動負債合計 694,811  358,377

 固定負債  

  長期借入金  111,956  -

  退職給付引当金 6,979  9,514

  固定負債合計 118,936  9,514

 負債合計 813,747  367,891

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,362,985  1,441,484

  資本剰余金 489,528  568,028

  利益剰余金 △1,900,010  △1,980,416

  自己株式 △19,801  △19,801

  株主資本合計 △67,297  9,295

 新株予約権 1,316  -

 純資産合計 △65,981  9,295

負債純資産合計 747,765  377,186
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＜訂正前＞ 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

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（△） △543,423  △78,127

 減価償却費 16,136  16,469

 のれん償却額 2,513  90

 減損損失 89,676  -

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 521  2,534

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 127,373  △40,150

 受取利息及び受取配当金 △1,012  △685

 支払利息 4,754  9,123

 固定資産除売却損益（△は益） △2,469  3,649

 新株予約権戻入益 -  △1,316

 投資有価証券売却損益（△は益） 553  -

 子会社株式売却損益（△は益） △9,259  △70,946

 投資有価証券評価損益（△は益） 65,989  -

 事業撤退損失 37,000  -

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,835  -

 支払補償金 -  43,000

 支払手数料 8,841  -

 為替差損益（△は益） 281  25

 売上債権の増減額（△は増加） 14,068  18,740

 たな卸資産の増減額（△は増加） △201,273  244,063

 仕入債務の増減額（△は減少） 189,255  △251,800

 未払金の増減額（△は減少） △23,218  △51,144

 前受金の増減額（△は減少） 136,468  △75,075

 未払又は未収消費税等の増減額 △19,519  24,472

 その他 △31,915  56,669

 小計 △135,820  △150,409

 利息及び配当金の受取額 1,272  717

 利息の支払額 △4,222  △6,449

 法人税等の支払額 △4,298  △2,474

 事業撤退による支出 △37,000  -

 支払補償金の支払額 -  △43,000

 営業活動によるキャッシュ・フロー △180,069  △201,616

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出 
△457  -

 有形固定資産の取得による支出 △6,335  △2,412

 有形固定資産の売却による収入 4,410  -

 無形固定資産の取得による支出 △3,500  △505

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出 
△66,484  -

 投資有価証券の売却による収入 673  -

 貸付けによる支出 △107,879  △56,700

 貸付金の回収による収入 55,310  48,720

 保険積立金の積立による支出 △211  -

 保険積立金の解約による収入 -  2,512

 その他 △2,181  797

 投資活動によるキャッシュ・フロー △126,656  △7,586
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    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少） 129,434  185,003

 長期借入れによる収入 5,535  5,000

 長期借入金の返済による支出 △38,774  △9,687

 株式の発行による収入 180,005  57,003

 その他 △2,814  -

 財務活動によるキャッシュ・フロー 273,386  237,319

現金及び現金同等物に係る換算差額 △281  △25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,621  28,091

現金及び現金同等物の期首残高 33,754  39,305

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 39,172  -

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 -  △6,019

現金及び現金同等物の期末残高 39,305  61,377
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＜訂正後＞ 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

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（△） △543,423  △78,127

 減価償却費 16,136  16,469

 のれん償却額 2,513  90

 減損損失 89,676  -

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 521  2,534

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 127,373  △40,150

 受取利息及び受取配当金 △1,012  △685

 支払利息 4,754  9,123

 固定資産除売却損益（△は益） △2,469  3,649

 新株予約権戻入益 -  △1,316

 投資有価証券売却損益（△は益） 553  -

 子会社株式売却損益（△は益） △9,259  △70,946

 投資有価証券評価損益（△は益） 65,989  -

 事業撤退損失 37,000  -

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,835  -

 支払補償金 -  43,000

 支払手数料 8,841  -

 為替差損益（△は益） 281  25

 売上債権の増減額（△は増加） 14,068  19,621

 たな卸資産の増減額（△は増加） △201,273  244,063

 仕入債務の増減額（△は減少） 189,255  △251,800

 未払金の増減額（△は減少） △23,218  △51,144

 前受金の増減額（△は減少） 136,468  △75,075

 未払又は未収消費税等の増減額 △19,519  24,472

 その他 △31,915  57,764

 小計 △135,820  △148,433

 利息及び配当金の受取額 1,272  717

 利息の支払額 △4,222  △6,449

 法人税等の支払額 △4,298  △2,715

 事業撤退による支出 △37,000  -

 支払補償金の支払額 -  △43,000

 営業活動によるキャッシュ・フロー △180,069  △199,880

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出 
 △457  -

 有形固定資産の取得による支出 △6,335  △2,412

 有形固定資産の売却による収入 4,410  -

 無形固定資産の取得による支出 △3,500  △505

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出 
△66,484  -

 投資有価証券の売却による収入 673  -

 貸付けによる支出 △107,879  △56,700

 貸付金の回収による収入 55,310  49,148

 保険積立金の積立による支出 △211  -

 保険積立金の解約による収入 -  2,512

 その他 △2,181  △1,865

 投資活動によるキャッシュ・フロー △126,656  △9,821
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    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少） 129,434  185,503

 長期借入れによる収入 5,535  5,000

 長期借入金の返済による支出 △38,774  △9,687

 株式の発行による収入 180,005  57,003

 その他 △2,814  -

 財務活動によるキャッシュ・フロー 273,386  237,819

現金及び現金同等物に係る換算差額 △281  △25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,621  28,091

現金及び現金同等物の期首残高 33,754  39,305

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 39,172  -

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 -  △6,019

現金及び現金同等物の期末残高  39,305  61,377
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５．個別財務諸表 
＜訂正前＞ 
（１）貸借対照表 
    (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 23 年６月 30 日) 
 

当事業年度 

(平成 24 年６月 30 日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 4,080  46,659

  売掛金 5,310  -

  前払費用 525  -

  短期貸付金 88,050  11,774

  未収消費税等 5,557  525

  その他 465  10,267

  貸倒引当金 △67,064  △1,802

  流動資産合計 36,925  67,424

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 22,890  22,890

    減価償却累計額 △18,530  △20,377

    建物（純額） 4,359  2,512

   機械及び装置 11,340  11,340

    減価償却累計額 △8,809  △9,441

    機械及び装置（純額） 2,530  1,898

   工具、器具及び備品 5,347  5,347

    減価償却累計額 △5,230  △5,273

    工具、器具及び備品（純額） 117  73

   有形固定資産合計 7,007  4,484

  無形固定資産  

   その他 0  0

   無形固定資産合計 0  0

  投資その他の資産  

   投資有価証券 10,000  10,000

   関係会社株式 0  0

   長期貸付金 511,748  215,775

   長期未収入金 293,875  18,556

   破産更生債権等 -  54,342

   敷金及び保証金 4,170  5,526

   貸倒引当金 △717,988  △250,092

   投資その他の資産合計 101,806  54,108

  固定資産合計 108,813  58,592

 資産合計 145,739  126,017
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    (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 23 年６月 30 日) 
 

当事業年度 

(平成 24 年６月 30 日) 

負債の部  

 流動負債  

  短期借入金 92,500  187,300

  未払金 63,362  13,111

  未払費用 461  3,237

  未払法人税等 7,409  11,036

  預り金 2,375  1,283

  前受金 -  3,000

  その他 450  -

  流動負債合計 166,560  218,969

 固定負債  

  固定負債合計 -  -

 負債合計 166,560  218,969

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,362,985  1,441,484

  資本剰余金  

   資本準備金 141,632  220,132

   その他資本剰余金 347,896  347,896

   資本剰余金合計 489,528  568,028

  利益剰余金  

   利益準備金 1,000  1,000

   その他利益剰余金  

    別途積立金 100,000  100,000

    繰越利益剰余金 △1,955,849  △2,183,664

   利益剰余金合計 △1,854,849  △2,082,664

  自己株式 △19,801  △19,801

  株主資本合計 △22,137  △92,951

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 -  -

  評価・換算差額等合計 -  -

 新株予約権 1,316  -

 純資産合計 △20,821  △92,951

負債純資産合計 145,739  126,017
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＜訂正後＞ 
（１）貸借対照表 
    (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 23 年６月 30 日) 
 

当事業年度 

(平成 24 年６月 30 日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 4,080  46,659

  売掛金  5,310  -

  前払費用 525  525

  短期貸付金  88,050  11,774

  未収消費税等 5,557  -

  その他 465  8,006

  貸倒引当金 △67,064  △1,802

  流動資産合計 36,925  65,163

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 22,890  22,890

    減価償却累計額  △18,530  △20,377

    建物（純額） 4,359  2,512

   機械及び装置 11,340  11,340

    減価償却累計額  △8,809  △9,441

    機械及び装置（純額） 2,530  1,898

   工具、器具及び備品 5,347  5,347

    減価償却累計額 △5,230  △5,273

    工具、器具及び備品（純額） 117  73

   有形固定資産合計 7,007  4,484

  無形固定資産  

   その他 0  0

   無形固定資産合計 0  0

  投資その他の資産  

   投資有価証券 10,000  10,000

   関係会社株式 0  0

   長期貸付金  511,748  215,775

   長期未収入金  293,875  18,556

   破産更生債権等 -  54,342

   敷金及び保証金 4,170  5,526

   貸倒引当金 △717,988  △250,092

   投資その他の資産合計 101,806  54,108

  固定資産合計 108,813  58,592

 資産合計 145,739  123,756
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    (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 23 年６月 30 日) 
 

当事業年度 

(平成 24 年６月 30 日) 

負債の部  

 流動負債  

  短期借入金 92,500  187,300

  未払金 63,362  13,111

  未払費用 461  3,237

  未払法人税等 7,409  11,036

  預り金 2,375  1,283

  前受金 -  3,000

  その他 450  -

  流動負債合計 166,560  218,969

 固定負債  

  固定負債合計 -  -

 負債合計 166,560  218,969

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,362,985  1,441,484

  資本剰余金  

   資本準備金 141,632  220,132

   その他資本剰余金 347,896  347,896

   資本剰余金合計 489,528  568,028

  利益剰余金  

   利益準備金 1,000  1,000

   その他利益剰余金  

    別途積立金 100,000  100,000

    繰越利益剰余金 △1,955,849  △2,185,925

   利益剰余金合計 △1,854,849  △2,084,925

  自己株式 △19,801  △19,801

  株主資本合計 △22,137  △95,213

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 -  -

  評価・換算差額等合計 -  -

 新株予約権 1,316  -

 純資産合計 △20,821  △95,213

負債純資産合計 145,739  123,756
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＜訂正前＞ 
（２）損益計算書 
    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

売上高  

 経営管理料 6,113  2,700

 売上高合計 6,113  2,700

売上原価  

 賃貸原価 1,233  971

 売上原価合計 1,233  971

売上総利益 4,880  1,728

販売費及び一般管理費 203,080  238,691

営業損失（△） △198,199  △236,963

営業外収益  

 受取利息 3,475  321

 受取手数料 200  -

 買取債権回収益 13,335  20,291

 物品売却益 1,057  -

 その他 2,441  2,438

 営業外収益合計 20,509  23,052

営業外費用  

 支払利息 576  5,838

 支払手数料 9,041  -

 その他 726  1,692

 営業外費用合計 10,344  7,531

経常損失（△） △188,034  △221,442

特別利益  

 新株予約権戻入益 -  1,316

 債務免除益 -  38,506

 特別利益合計 -  39,822

特別損失  

 固定資産除却損 778  -

 子会社株式売却損 0  -

 子会社株式評価損 112,599  1,350

 投資有価証券売却損 2,835  -

 投資有価証券評価損 10,000  -

 貸倒引当金繰入額 148,652  -

 債権放棄損失 28,934  44,000

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,835  -

 特別損失合計 306,634  45,350

税引前当期純損失（△） △494,669  △226,969

法人税、住民税及び事業税 950  844

法人税等合計 950  844

当期純損失（△） △495,619  △227,814
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＜訂正後＞ 
（２）損益計算書 
    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

売上高  

 経営管理料  6,113  2,700

 売上高合計 6,113  2,700

売上原価  

 賃貸原価 1,233  971

 売上原価合計 1,233  971

売上総利益 4,880  1,728

販売費及び一般管理費  203,080  193,466

営業損失（△） △198,199  △191,737

営業外収益  

 受取利息  3,475  321

 受取手数料 200  -

 買取債権回収益 13,335  20,291

 物品売却益 1,057  -

 その他  2,441  2,438

 営業外収益合計 20,509  23,052

営業外費用  

 支払利息 576  5,838

 支払手数料 9,041  -

 貸倒損失 -  47,486

 その他 726  1,692

 営業外費用合計 10,344  55,017

経常損失（△） △188,034  △223,703

特別利益  

 新株予約権戻入益 -  1,316

 債務免除益 -  38,506

 特別利益合計 -  39,822

特別損失  

 固定資産除却損  778  -

 子会社株式売却損 0  -

 子会社株式評価損 112,599  1,350

 投資有価証券売却損 2,835  -

 投資有価証券評価損 10,000  -

 貸倒引当金繰入額  148,652  -

 債権放棄損失 28,934  -

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,835  -

 支払補償金 -  44,000 
 特別損失合計 306,634  45,350

税引前当期純損失（△） △494,669  △229,231

法人税、住民税及び事業税 950  844

法人税等合計 950  844

当期純損失（△） △495,619  △230,075

 
 
 
 
 
 
 

―18― 



  

 

 

 

＜訂正前＞ 
（３）株主資本等変動計算書 
    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

株主資本  

 資本金  

  当期首残高 1,267,513  1,362,985

  当期変動額  

   新株の発行 95,472  78,499

   当期変動額合計 95,472  78,499

  当期末残高 1,362,985  1,441,484

 資本剰余金  

  資本準備金  

   当期首残高 46,160  141,632

   当期変動額  

    新株の発行 95,472  78,499

    当期変動額合計 95,472  78,499

   当期末残高 141,632  220,132

  その他資本剰余金  

   当期首残高 347,896  347,896

   当期末残高 347,896  347,896

  資本剰余金合計  

   当期首残高 394,056  489,528

   当期変動額  

    新株の発行 95,472  78,499

    当期変動額合計 95,472  78,499

   当期末残高 489,528  568,028

 利益剰余金  

  利益準備金  

   当期首残高 1,000  1,000

   当期末残高 1,000  1,000

  その他利益剰余金  

   別途積立金  

    当期首残高 100,000  100,000

    当期末残高 100,000  100,000

   繰越利益剰余金  

    当期首残高 △1,460,230  △1,955,849

    当期変動額  

     当期純損失（△） △495,619  △227,814

     当期変動額合計 △495,619  △227,814

    当期末残高 △1,955,849  △2,183,664

  利益剰余金合計  

   当期首残高 △1,359,230  △1,854,849

   当期変動額  

    当期純損失（△） △495,619  △227,814

    当期変動額合計 △495,619  △227,814

   当期末残高 △1,854,849  △2,082,664
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    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

 自己株式  

  当期首残高 △19,801  △19,801

  当期末残高 △19,801  △19,801

 株主資本合計  

  当期首残高 282,537  △22,137

  当期変動額  

   新株の発行 190,944  156,999

   当期純損失（△） △495,619  △227,814

   当期変動額合計 △304,675  △70,814

  当期末残高 △22,137  △92,951

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  当期首残高 101  -

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△101  -

   当期変動額合計 △101  -

  当期末残高 -  -

 評価・換算差額等合計  

  当期首残高 101  -

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△101  -

   当期変動額合計 △101  -

  当期末残高 -  -

新株予約権  

 当期首残高 6,028  1,316

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△4,712  △1,316

  当期変動額合計 △4,712  △1,316

 当期末残高 1,316  -

純資産合計  

 当期首残高 288,667  △20,821

 当期変動額  

  新株の発行 190,944  156,999

  当期純損失（△） △495,619  △227,814

  株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△4,813  △1,316

  当期変動額合計 △309,488  △72,130

 当期末残高 △20,821  △92,951
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＜訂正後＞ 
（３）株主資本等変動計算書 
    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

株主資本  

 資本金  

  当期首残高 1,267,513  1,362,985

  当期変動額  

   新株の発行 95,472  78,499

   当期変動額合計 95,472  78,499

  当期末残高 1,362,985  1,441,484

 資本剰余金  

  資本準備金  

   当期首残高 46,160  141,632

   当期変動額  

    新株の発行 95,472  78,499

    当期変動額合計 95,472  78,499

   当期末残高 141,632  220,132

  その他資本剰余金  

   当期首残高 347,896  347,896

   当期末残高 347,896  347,896

  資本剰余金合計  

   当期首残高 394,056  489,528

   当期変動額  

    新株の発行 95,472  78,499

    当期変動額合計 95,472  78,499

   当期末残高 489,528  568,028

 利益剰余金  

  利益準備金  

   当期首残高 1,000  1,000

   当期末残高 1,000  1,000

  その他利益剰余金  

   別途積立金  

    当期首残高 100,000  100,000

    当期末残高 100,000  100,000

   繰越利益剰余金  

    当期首残高 △1,460,230  △1,955,849

    当期変動額  

     当期純損失（△） △495,619  △230,075

     当期変動額合計 △495,619  △230,075

    当期末残高 △1,955,849  △2,185,925

  利益剰余金合計  

   当期首残高 △1,359,230  △1,854,849

   当期変動額  

    当期純損失（△） △495,619  △230,075

    当期変動額合計 △495,619  △230,075

   当期末残高 △1,854,849  △2,084,925
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    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 23 年７月１日 

 至 平成 24 年６月 30 日) 

 自己株式  

  当期首残高 △19,801  △19,801

  当期末残高 △19,801  △19,801

 株主資本合計  

  当期首残高 282,537  △22,137

  当期変動額  

   新株の発行 190,944  156,999

   当期純損失（△） △495,619  △230,075

   当期変動額合計 △304,675  △73,075

  当期末残高 △22,137  △95,213

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  当期首残高 101  -

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△101  -

   当期変動額合計 △101  -

  当期末残高 -  -

 評価・換算差額等合計  

  当期首残高 101  -

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△101  -

   当期変動額合計 △101  -

  当期末残高 -  -

新株予約権  

 当期首残高 6,028  1,316

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△4,712  △1,316

  当期変動額合計 △4,712  △1,316

 当期末残高 1,316  -

純資産合計  

 当期首残高 288,667  △20,821

 当期変動額  

  新株の発行 190,944  156,999

  当期純損失（△） △495,619  △230,075

  株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△4,813  △1,316

  当期変動額合計 △309,488  △74,391

 当期末残高 △20,821  △95,213
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（４）個別財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

表示方法の変更 

＜訂正前＞ 

(連結損益計算書) 

前連結会計年度において、「特別利益」の「買取債権回収益」として表示しておりましたが、実態

を適正に表示するために、当事業年度では「営業外収益」に計上する方法に変更しております。 

 この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において、、「特別利益」の

「買取債権回収益」13,335 千円は「営業外収益」の「買取債権回収益」13,335 千円として組み替え

ております。 

 

 

＜訂正後＞ 

(損益計算書) 

前事業年度において、「特別利益」の「買取債権回収益」として表示しておりましたが、実態を適

正に表示するために、当事業年度では「営業外収益」に計上する方法に変更しております。 

 この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「買取

債権回収益」13,335 千円は「営業外収益」の「買取債権回収益」13,335 千円として組み替えており

ます。 
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