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平成21年５月20日 

各  位 

会 社 名 株式会社フォーバル 

代表者名 代表取締役会長兼社長 大久保 秀夫 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８２７５） 

問合せ先 取締役管理本部長 加藤 康二 

電話 ０３-３４９８-１５４１ 

 

（訂正）平成20年３月期 中間決算短信 の一部訂正について 
 

当社は平成21年５月20日付け「過年度決算の訂正に関するお知らせ」において過年度決算を訂正す

る旨の公表いたしましたが、これに基づき「平成20年３月期中間決算短信」（平成19年11月21日公表）

の記載事項の一部について、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所は   線で示しております。 

 

記 
 

１．訂正事項 

サマリー情報 

１．平成 19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

（１）連結経営成績 

（２）連結財政状態 

 定性的情報・財務諸表等 

１． 経営成績に関する分析 

２． 財政状態に関する分析 

３． 連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

（２）連結損益計算書 

（３）連結キャッシュ・フロー計算書 

（４）セグメント情報 

 

「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（ア）（要約）四半期連結損益計算書 

（イ）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

(財)財務会計基準機構会員 
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（百万円未満切捨て）  

１．平成 19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
【訂正前】 
(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   ％

19 年９月中間期 15,520(  18.8) △506(  －  ) △640(  －  ) △610(  －  )

18 年９月中間期 13,067(△11.3) △1,121(  －  ) △1,177(  －  ) △1,119(  －  )

19 年３月期 26,216 △1,918 △2,010 △1,387 

 

 
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

19 年９月中間期 △44  34 －    －

18年９月中間期 △81    00 －    －

19 年３月期 △100    62 －    －
(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 △127百万円 18年９月中間期 △72百万円 19年３月期 △90百万円 
 

(2) 連結財政状態 

 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

19 年９月中間期 18,899 7,679 36.4 499  15

18 年９月中間期 17,917 8,739 44.3 576    76

19 年３月期 17,892 8,538 42.9 557    02
(参考) 自己資本 19年９月中間期 6,870百万円 18年９月中間期 7,938百万円 19年３月期 7,667百万円 

 
【訂正後】 
(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   ％

19 年９月中間期 15,520(  18.8) △492(  －  ) △640(  －  ) △611(  －  )

18 年９月中間期 13,067(△11.3) △1,105(  －  ) △1,178(  －  ) △1,121(  －  )

19 年３月期 26,216 △1,878 △2,012 △1,390 

 

 
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

19 年９月中間期 △44  39 －    －

18年９月中間期 △81    14 －    －

19 年３月期 △100    85 －    －
(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 △127百万円 18年９月中間期 △72百万円 19年３月期 △90百万円 
 

(2) 連結財政状態 

 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

19 年９月中間期 18,899 7,675 36.3 498  88

18 年９月中間期 17,917 8,737 44.3 576    62

19 年３月期 17,892 8,535 42.8 556    80
(参考) 自己資本 19年９月中間期 6,866百万円 18年９月中間期 7,936百万円 19年３月期 7,663百万円 
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（参考）個別業績の概要 
１.平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
【訂正前】 

（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   ％

19 年９月中間期 6,609(△ 0.9) △322( － ) △177( － ) △199( － )

18 年９月中間期 6,666(△26.6) △704( － ) △490( － ) △623( － )

19 年３月期 13,057 △1,425 △1,085 △1,004 
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 円    銭

19 年９月中間期 △14  51

18 年９月中間期 △45    11

19 年３月期 △72    84
 
（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

19 年９月中間期 17,192 10,796 62.8 784 36

18 年９月中間期 17,686 11,596 65.6 842 51

19 年３月期 17,528 11,163 63.7 811 01
(参考) 自己資本 19年９月中間期 10,796百万円 18年９月中間期 11,596百万円 19年３月期 11,163百万円 

 
【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   ％

19 年９月中間期 6,609(△ 0.9) △307( － ) △178( － ) △200( － )

18 年９月中間期 6,666(△26.6) △688( － ) △491( － ) △625( － )

19 年３月期 13,057 △1,385 △1,087 △1,007 
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 円    銭

19 年９月中間期 △14  56

18 年９月中間期 △45    26

19 年３月期 △73    06
 
（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

19 年９月中間期 17,192 10,792 62.8 784 08

18 年９月中間期 17,686 11,594 65.6 842 37

19 年３月期 17,528 11,160 63.7 810 79

(参考) 自己資本 19 年９月中間期 10,792 百万円 18 年９月中間期 11,594 百万円 19 年３月期 11,160 百万円 
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１．経営成績 
 

（１） 経営成績に関する分析 

【訂正前】 

①当中間期の経営成績 

当中間期のわが国経済は、原油をはじめ原材料価格の高騰やサブプライムローン問題に端を発した国際的な

金融・資本市場の混乱により先行き不透明感が増したものの、企業収益の改善を背景に設備投資が増加し、雇

用環境の改善により個人消費も堅調に推移するなど、緩やかな景気拡大が続いております。 

また、当社グループの事業領域では、来るべき「ユビキタス社会」に向け「ブロードバンドネットワーク」

を「安心・安全」に「利用・活用」したいと考える法人が、ますます顕在化してくるものと見込まれます。 

このような経営環境下、当社グループは中小・中堅企業に対する No.1 の「総合ブロードバンドソリューショ

ンカンパニー集団」となるべく、引き続き「安心と安全の提供」をテーマに、当期は「セキュリティ」と「モ

バイル」を切口とした事業の拡大に取り組んでおります。 

なお、当中間期の連結業績は、機器関連の電話機の販売が予想以上に伸び悩んだものの、（株）リンクアッ

プを期中に子会社化したことによる通信サービス等の増加や、注力したＷｅｂ関連が順調に推移した結果、売

上高は 15,520 百万円（前年同期比 18.8%増）となりました。利益面では比較的収益性の高い電話機の販売が前

年同期比減少したこと等により売上総利益が 4,338 百万円（前年同期比 7.2％増）に留まったことで、引き続

き固定費の圧縮に取り組んだものの、営業損失 506 百万円（前年同期は営業損失 1,121 百万円）、経常損失 640

百万円（前年同期は経常損失 1,177 百万円）、中間純損失 610 百万円（前年同期は中間純損失 1,119 百万円）と

なりました。 

 

 （中略） 

 

 

（営業外収益・営業外費用） 

営業外収益は、受取配当金の増加等により、45 百万円（前年同期比 46.8%増）となりました。また営業外費

用は持分法による投資損失や支払利息の増加等により、179 百万円（同 106.8%増）となりました。 

 

（特別利益・特別損失） 

特別利益は、投資有価証券売却益を計上したことにより、532 百万円となりました。また特別損失として、

投資損失引当金繰入額 375 百万円、前期損益修正損 128 百万円、固定資産除売却損 43 百万円等、565 百万円を

計上いたしました。 

 

【訂正後】 

①当中間期の経営成績 

当中間期のわが国経済は、原油をはじめ原材料価格の高騰やサブプライムローン問題に端を発した国際的な

金融・資本市場の混乱により先行き不透明感が増したものの、企業収益の改善を背景に設備投資が増加し、雇

用環境の改善により個人消費も堅調に推移するなど、緩やかな景気拡大が続いております。 

また、当社グループの事業領域では、来るべき「ユビキタス社会」に向け「ブロードバンドネットワーク」

を「安心・安全」に「利用・活用」したいと考える法人が、ますます顕在化してくるものと見込まれます。 

このような経営環境下、当社グループは中小・中堅企業に対する No.1 の「総合ブロードバンドソリューショ

ンカンパニー集団」となるべく、引き続き「安心と安全の提供」をテーマに、当期は「セキュリティ」と「モ

バイル」を切口とした事業の拡大に取り組んでおります。 

なお、当中間期の連結業績は、機器関連の電話機の販売が予想以上に伸び悩んだものの、（株）リンクアッ

プを期中に子会社化したことによる通信サービス等の増加や、注力したＷｅｂ関連が順調に推移した結果、売

上高は 15,520 百万円（前年同期比 18.8%増）となりました。利益面では比較的収益性の高い電話機の販売が前

年同期比減少したこと等により売上総利益が 4,352 百万円（前年同期比 7.1％増）に留まったことで、引き続

き固定費の圧縮に取り組んだものの、営業損失 492 百万円（前年同期は営業損失 1,105 百万円）、経常損失 640

百万円（前年同期は経常損失 1,178 百万円）、中間純損失 611 百万円（前年同期は中間純損失 1,121 百万円）と

なりました。 

 

 （中略） 

 

 

 

（営業外収益・営業外費用） 

営業外収益は、受取配当金の増加等により、45 百万円（前年同期比 46.8%増）となりました。また営業外費

用は持分法による投資損失や支払利息の増加等により、194 百万円（同 87.8%増）となりました。 
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（特別利益・特別損失） 

特別利益は、投資有価証券売却益を計上したことにより、532 百万円となりました。また特別損失として、

投資損失引当金繰入額 375 百万円、前期損益修正損 128 百万円、固定資産除売却損 43 百万円等、565 百万円を

計上いたしました。 

 

 

（２） 財政状態に関する分析 

【訂正前】 

①資産、負債、純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は 18,899 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,007 百万円増加いたしま

した。 

主な内容は、流動資産は前連結会計年度末に比べ 67 百万円増加いたしました。固定資産は（株）リンクアップ

等の子会社化に伴うのれんの増加を主因に無形固定資産が 1,061 百万円増加したことで、前連結会計年度末に

比べ 939 百万円増加しております。 

流動負債は預り担保金が 950 百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ 1,493 百万円増加して

おります。固定負債は長期借入金が 244 百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ 372 百万円増

加しております。 

また、純資産は利益剰余金の減少を主因に、前連結会計年度末に比べ 858 百万円減少し 7,679 百万円となり

ました。 

 

 （中略） 

 

 ③キャッシュ・フロー指標の推移 

 平成 18 年 

３月期 

平成 18 年 

９月中間期 

平成 19 年 

３月期 

平成 19 年 

９月中間期 

自己資本比率（％） 56.2 44.3 42.9 36.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 67.6 43.6 33.1 33.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（％） 

－ － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － － － 

 

 
【訂正後】 

①資産、負債、純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は 18,899 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,007 百万円増加いたしま

した。 

主な内容は、流動資産は前連結会計年度末に比べ 67 百万円増加いたしました。固定資産は（株）リンクアップ

等の子会社化に伴うのれんの増加を主因に無形固定資産が 1,061 百万円増加したことで、前連結会計年度末に

比べ 939 百万円増加しております。 

流動負債は預り担保金が 950 百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ 1,494 百万円増加して

おります。固定負債は長期借入金が 244 百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ 372 百万円増

加しております。 

また、純資産は利益剰余金の減少を主因に、前連結会計年度末に比べ 859 百万円減少し 7,675 百万円となり

ました。 

 

 （中略） 

 

 ③キャッシュ・フロー指標の推移 

 平成 18 年 

３月期 

平成 18 年 

９月中間期 

平成 19 年 

３月期 

平成 19 年 

９月中間期 

自己資本比率（％） 56.2 44.3 42.8 36.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 67.6 43.6 33.1 33.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（％） 

－ － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － － － 

 

 



－  － 6

４．中間連結財務諸表 
 

（１） 中間連結貸借対照表 

【訂正前】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２  4,088,547 2,100,351  3,610,963

２．受取手形及び売掛
金 

※３  3,617,359 4,554,153  3,977,893

３．有価証券   336,330 －  －

４．たな卸資産   429,386 1,035,491  398,755

５．繰延税金資産   327,746 286,350  310,973

６．その他   1,026,662 1,600,955  1,216,643

貸倒引当金   △78,488 △60,248  △65,250

流動資産合計   9,747,544 54.4 9,517,055 50.4  9,449,979 52.8

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産 ※１  1,237,416 1,217,575  1,213,005

(2)無形固定資産    

１．のれん  － 1,169,644 － 

２．営業権  578,004 523,816 559,941 

３．ソフトウェア  747,413 681,888 788,918 

４．その他  122,423 1,447,840 146,337 2,521,687 111,325 1,460,186

(3)投資その他の資産    

１．投資有価証券 ※2.4 4,561,224 4,803,998 4,857,093 

２．差入保証金 ※２ 654,512 732,712 620,630 

３．繰延税金資産  12,863 8,947 2,803 

４．その他  468,558 723,686 517,829 

貸倒引当金  △162,969 △183,949 △168,396 

投資損失引当
金 

 △50,000 5,484,189 △442,032 5,643,363 △60,500 5,769,459

固定資産合計   8,169,446 45.6 9,382,626 49.6  8,442,651 47.2

Ⅲ 繰延資産   100 0.0 77 0.0  89 0.0

資産合計   17,917,091 100.0 18,899,759 100.0  17,892,720 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛
金 

※２  2,718,924 3,276,214  3,089,323

２．短期借入金 ※２  3,033,200 2,369,778  2,759,539

３．未払金   1,026,776 1,180,909  1,122,765

４．未払費用   662,391 615,548  641,864

５．未払法人税等   51,828 66,600  55,477

６．預り担保金 ※４  － 950,000  －

７．その他 ※２  180,907 899,283  195,745

流動負債合計   7,674,029 42.8 9,358,334 49.5  7,864,715 44.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２  67,200 295,135  50,300

２．繰延税金負債   371,787 366,945  312,093

３．退職給付引当金   1,064,395 1,177,967  1,127,279

４．その他   346 21,966  －

固定負債合計   1,503,729 8.4 1,862,014 9.9  1,489,673 8.3

負債合計   9,177,758 51.2 11,220,349 59.4  9,354,388 52.3

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   4,150,294 23.2 4,150,294 22.0  4,150,294 23.2

２ 資本剰余金   4,014,294 22.4 4,014,294 21.2  4,014,294 22.4

３ 利益剰余金   △1,484,934 △8.3 △2,639,606 △14.0  △1,753,442 △9.8

４ 自己株式   △62,352 △0.4 △62,352 △0.3  △62,352 △0.3

株主資本合計   6,617,302 36.9 5,462,630 28.9  6,348,795 35.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  1,319,152 7.4 1,392,864 7.4  1,308,120 7.3

２ 為替換算調整勘定   2,366 0.0 15,073 0.1  10,192 0.1

評価・換算差額等合
計 

  1,321,518 7.4 1,407,938 7.5  1,318,312 7.4

Ⅲ 新株予約権   989 0.0 6,629 0.0  7,853 0.0

Ⅳ 少数株主持分   799,520 4.5 802,211 4.2  863,370 4.8

純資産合計   8,739,332 48.8 7,679,410 40.6  8,538,331 47.7

負債純資産合計   17,917,091 100.0 18,899,759 100.0  17,892,720 100.0
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【訂正後】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２  4,088,547 2,100,351  3,610,963

２．受取手形及び売掛
金 

※３  3,617,359 4,554,153  3,977,893

３．有価証券   336,330 －  －

４．たな卸資産   429,386 1,035,491  398,755

５．繰延税金資産   327,746 286,350  310,973

６．その他   1,026,662 1,600,955  1,216,643

貸倒引当金   △78,488 △60,248  △65,250

流動資産合計   9,747,544 54.4 9,517,055 50.4  9,449,979 52.8

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産 ※１  1,237,416 1,217,575  1,213,005

(2)無形固定資産    

１．のれん  － 1,169,644 － 

２．営業権  578,004 523,816 559,941 

３．ソフトウェア  747,413 681,888 788,918 

４．その他  122,423 1,447,840 146,337 2,521,687 111,325 1,460,186

(3)投資その他の資産    

１．投資有価証券 ※2.4 4,561,224 4,803,998 4,857,093 

２．差入保証金 ※２ 654,512 732,712 620,630 

３．繰延税金資産  12,863 8,947 2,803 

４．その他  468,558 723,686 517,829 

貸倒引当金  △162,969 △183,949 △168,396 

投資損失引当
金 

 △50,000 5,484,189 △442,032 5,643,363 △60,500 5,769,459

固定資産合計   8,169,446 45.6 9,382,626 49.6  8,442,651 47.2

Ⅲ 繰延資産   100 0.0 77 0.0  89 0.0

資産合計   17,917,091 100.0 18,899,759 100.0  17,892,720 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛
金 

※２  2,718,924 3,276,214  3,089,323

２．短期借入金 ※２  3,033,200 2,369,778  2,759,539

３．未払金   1,026,776 1,180,909  1,122,765

４．未払費用   662,391 615,548  641,864

５．未払法人税等   51,828 66,600  55,477

６．預り担保金 ※４  － 950,000  －

７．その他 ※２  182,855 903,119  198,869

流動負債合計   7,675,976 42.8 9,362,170 49.5  7,867,839 44.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２  67,200 295,135  50,300

２．繰延税金負債   371,787 366,945  312,093

３．退職給付引当金   1,064,395 1,177,967  1,127,279

４．その他   346 21,966  －

固定負債合計   1,503,729 8.4 1,862,014 9.9  1,489,673 8.3

負債合計   9,179,706 51.2 11,224,185 59.4  9,357,513 52.3

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   4,150,294 23.2 4,150,294 22.0  4,150,294 23.2

２ 資本剰余金   4,014,294 22.4 4,014,294 21.2  4,014,294 22.4

３ 利益剰余金   △1,486,882 △8.3 △2,643,442 △14.0  △1,756,566 △9.8

４ 自己株式   △62,352 △0.4 △62,352 △0.3  △62,352 △0.3

株主資本合計   6,615,354 36.9 5,458,794 28.9  6,345,670 35.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  1,319,152 7.4 1,392,864 7.4  1,308,120 7.3

２ 為替換算調整勘定   2,366 0.0 15,073 0.1  10,192 0.1

評価・換算差額等合
計 

  1,321,518 7.4 1,407,938 7.5  1,318,312 7.4

Ⅲ 新株予約権   989 0.0 6,629 0.0  7,853 0.0

Ⅳ 少数株主持分   799,520 4.5 802,211 4.2  863,370 4.8

純資産合計   8,737,384 48.8 7,675,574 40.6  8,535,207 47.7

負債純資産合計   17,917,091 100.0 18,899,759 100.0  17,892,720 100.0
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（２）中間連結損益計算書 

【訂正前】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

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   13,067,893 100.0 15,520,906 100.0  26,216,147 100.0

Ⅱ 売上原価   9,020,396 69.0 11,182,689 72.0  18,141,652 69.2

売上総利益   4,047,496 31.0 4,338,217 28.0  8,074,495 30.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  5,168,973 39.6 4,844,547 31.2  9,992,860 38.1

営業損失   1,121,476 △8.6 506,329 △3.2  1,918,365 △7.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  8,819 10,113 20,518 

２．受取配当金  669 3,708 1,214 

３．受取保険配当金  7,415 9,125 10,766 

４．為替差益  1,082 1,986 － 

５．その他  13,188 31,176 0.3 20,832 45,766 0.3 20,664 53,164 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  9,263 30,093 24,655 

２．持分法による投資
損失 

 72,314 127,253 90,235 

３．株式交付費  287 1,021 4,293 

            

４．その他  5,046 86,911 0.7 21,344 179,711 1.2 25,678 144,862 0.6

経常損失   1,177,212 △9.0 640,274 △4.1  2,010,062 △7.7

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却
益 

 4,900 515,537 575,907 

２．子会社株式売却益  3,092 － 276,386 

３．持分変動利益  8,523 13,133 14,614 

４．貸倒引当金戻入益  4,810 － － 

５．その他  318 21,644 0.2 4,283 532,955 3.4 2,286 869,194 3.3
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

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
（％）

Ⅶ 特別損失    

１．過年度売上修正額  － 128,165 － 

２．固定資産除売却損 ※２ 30,262 43,032 45,473 

３．減損損失 ※３ 2,368 － 7,691 

４．投資損失引当金繰
入額 

 － 375,876 － 

               

５．その他  763 33,393 0.3 18,552 565,626 3.6 235,995 289,160 1.1

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  1,188,961 △9.1 672,946 △4.3  1,430,028 △5.5

法人税、住民税及
び事業税 

 16,941 45,231 30,628 

過年度法人税等戻
入額 

 － △10,346 △18,250 

法人税等調整額  △188,932 △171,990 △1.3 1,036 35,922 0.2 △185,249 △172,870 △0.7

少数株主利益又は 
少数株主損失（△）

  102,171 0.8 △98,575 △0.6  130,492 0.5

中間（当期）純損
失 

  1,119,143 △8.6 610,292 △3.9  1,387,650 △5.3
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【訂正後】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

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   13,067,893 100.0 15,520,906 100.0  26,216,147 100.0

Ⅱ 売上原価   9,004,704 68.9 11,168,843 72.0  18,103,414 69.1

売上総利益   4,063,189 31.1 4,352,063 28.0  8,112,732 30.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  5,168,707 39.6 4,844,152 31.2  9,991,613 38.1

営業損失   1,105,518 △8.5 492,089 △3.2  1,878,880 △7.2

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  8,819 10,113 20,518 

２．受取配当金  669 3,708 1,214 

３．受取保険配当金  7,415 9,125 10,766 

４．為替差益  1,082 1,986 － 

５．その他  13,188 31,176 0.3 20,832 45,766 0.3 20,664 53,164 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  9,263 30,093 24,655 

２．持分法による投資
損失 

 72,314 127,253 90,235 

３．株式交付費  287 1,021 4,293 

４. 不正流用損失  15,958 14,240 39,484 

５．その他  5,843 103,668 0.8 22,056 194,664 1.2 27,652 186,320 0.7

経常損失   1,178,010 △9.0 640,986 △4.1  2,012,037 △7.7

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却
益 

 4,900 515,537 575,907 

２．子会社株式売却益  3,092 － 276,386 

３．持分変動利益  8,523 13,133 14,614 

４．貸倒引当金戻入益  4,810 － － 

５．その他  318 21,644 0.2 4,283 532,955 3.4 2,286 869,194 3.3
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

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
（％）

Ⅶ 特別損失    

１．過年度売上修正額  － 128,165 － 

２．固定資産除売却損 ※２ 30,262 43,032 45,473 

３．減損損失 ※３ 2,368 － 7,691 

４．投資損失引当金繰
入額 

 － 375,876 － 

５. 過年度不正流用損
失 

 1,149 － 1,149 

６．その他  763 34,543 0.3 18,552 565,626 3.6 235,995 290,310 1.1

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  1,190,909 △9.1 673,658 △4.3  1,433,152 △5.5

法人税、住民税及
び事業税 

 16,941 45,231 30,628 

過年度法人税等戻
入額 

 － △10,346 △18,250 

法人税等調整額  △188,932 △171,990 △1.3 1,036 35,922 0.2 △185,249 △172,870 △0.7

少数株主利益又は 
少数株主損失（△）

  102,171 0.8 △98,575 △0.6  130,492 0.5

中間（当期）純損
失 

  1,121,090 △8.6 611,004 △3.9  1,390,775 △5.3
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（３）中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

【訂正前】 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △62,864 △87 8,101,638

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） △277,324  △277,324

役員賞与（注） △26,007  △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算 404  404

中間純損失 △1,119,143  △1,119,143

自己株式の取得 △62,264 △62,264

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） 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △1,422,070 △62,264 △1,484,335

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △1,484,934 △62,352 6,617,302

      
 

評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,461,402 2,556 1,463,959 － 745,715 10,311,312

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）   △277,324

役員賞与（注）   △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算   404

中間純損失   △1,119,143

自己株式の取得   △62,264

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） 

△142,250 △189 △142,440 989 53,805 △87,644

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△142,250 △189 △142,440 989 53,805 △1,571,980

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,319,152 2,366 1,321,518 989 799,520 8,739,332

       
 （注） 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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【訂正後】 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △62,864 △87 8,101,638

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） △277,324  △277,324

役員賞与（注） △26,007  △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算 404  404

中間純損失 △1,121,090  △1,121,090

自己株式の取得 △62,264 △62,264

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） 

 

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

－ － △1,424,018 △62,264 △1,486,283

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △1,486,882 △62,352 6,615,354

      
 

評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,461,402 2,556 1,463,959 － 745,715 10,311,312

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）   △277,324

役員賞与（注）   △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算   404

中間純損失   △1,121,090

自己株式の取得   △62,264

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） 

△142,250 △189 △142,440 989 53,805 △87,644

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

△142,250 △189 △142,440 989 53,805 △1,573,927

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,319,152 2,366 1,321,518 989 799,520 8,737,384

    
（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

【訂正前】 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △1,753,442 △62,352 6,348,795

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △275,288  △275,288

連結除外に伴う剰余金の減算 △582  △582

中間純損失 △610,292  △610,292

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） 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △886,164 － △886,164

平成19年９月30日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △2,639,606 △62,352 5,462,630

      
 

評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

1,308,120 10,192 1,318,312 7,853 863,370 8,538,331

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当   △275,288

連結除外に伴う剰余金の減算   △582

中間純損失   △610,292

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） 

84,744 4,881 89,626 △1,224 △61,159 27,242

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

84,744 4,881 89,626 △1,224 △61,159 △858,921

平成19年９月30日 残高 
（千円） 

1,392,864 15,073 1,407,938 6,629 802,211 7,679,410
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【訂正後】 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △1,756,566 △62,352 6,345,670

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △275,288  △275,288

連結除外に伴う剰余金の減算 △582  △582

中間純損失 △611,004  △611,004

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） 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △886,876 － △886,876

平成19年９月30日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △2,643,442 △62,352 5,458,794

      
 

評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

1,308,120 10,192 1,318,312 7,853 863,370 8,535,207

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当   △275,288

連結除外に伴う剰余金の減算   △582

中間純損失   △611,004

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） 

84,744 4,881 89,626 △1,224 △61,159 27,242

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

84,744 4,881 89,626 △1,224 △61,159 △859,633

平成19年９月30日 残高 
（千円） 

1,392,864 15,073 1,407,938 6,629 802,211 7,675,574
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３

月 31 日） 

【訂正前】 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △62,864 △87 8,101,638

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） △277,324  △277､324

役員賞与（注） △26,007  △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算 404  404

当期純損失 △1,387,650  △1,387,650

自己株式の取得 △62,264 △62,264

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） 

－ － △1,690,578 △62,264 △1,752,843

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △1,753,442 △62,352 6,348,795

      
 

評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,461,402 2,556 1,463,959     － 745,715 10,311,312

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当（注）   △277,324

役員賞与（注）   △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算   404

当期純損失   △1,387,650

自己株式の取得   △62,264

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

△153,282 7,635 △145,646 7,853 117,655 △20,137

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△153,282 7,635 △145,646 7,853 117,655 △1,772,980

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

1,308,120 10,192 1,318,312 7,853 863,370 8,538,331

       
 （注） 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３

月 31 日） 

【訂正後】 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △62,864 △87 8,101,638

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） △277,324  △277､324

役員賞与（注） △26,007  △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算 404  404

当期純損失 △1,390,775  △1,390,775

自己株式の取得 △62,264 △62,264

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） 

－ － △1,693,702 △62,264 △1,755,968

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 △1,756,566 △62,352 6,345,670

      
 

評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,461,402 2,556 1,463,959     － 745,715 10,311,312

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当（注）   △277,324

役員賞与（注）   △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算   404

当期純損失   △1,390,775

自己株式の取得   △62,264

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

△153,282 7,635 △145,646 7,853 117,655 △20,137

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△153,282 7,635 △145,646 7,853 117,655 △1,776,104

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

1,308,120 10,192 1,318,312 7,853 863,370 8,535,207

       
 （注） 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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４月１日 
至 平成19年３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 

 △1,188,961 △672,946 △1,430,028

減価償却費  153,038 260,765 387,781

のれん償却額  2,482 44,999 7,448

持分法による投資損失  72,314 127,253 90,235

持分変動利益  △8,523 △13,133 △14,614

貸倒引当金の増加額  16,300 9,846 8,489

退職給付引当金の増加額  65,219 50,687 128,103

未払金の増加額（△減少
額） 

 △306,271 25,506 △115,595

未払費用の増加額（△減少
額） 

 15,177 △53,181 －

未収入金の減少額  － 101,434 －

前渡金の増加額  － △196,519 －

前受金の増加額（△減少
額） 

 △26,138 577,312 －

受取利息及び受取配当金  △9,489 △13,822 △21,733

支払利息  9,263 30,093 24,655

投資有価証券売却益  － △515,537 △575,907

子会社株式売却益  △3,092 － －

固定資産除売却損  30,262 43,032 45,473

減損損失  2,368 － 7,691

投資損失引当金繰入  － 375,876 －

売上債権の減少額（△増加
額） 

 571,976 △13,046 211,442

たな卸資産の減少額（△増
加額） 

 17,102 △498,823 48,273

仕入債務の増加額（△減少
額） 

 △383,264 △368,856 △12,865

役員賞与の支払額  △33,000 － －

その他  41,083 89,721 △180,623

小計  △962,150 △609,336 △1,391,773

利息及び配当金の受取額  7,882 13,938 17,165

利息の支払額  △9,573 △34,478 △25,884

法人税等の支払額  △84,296 △20,455 △96,305

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,048,138 △650,332 △1,496,798
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △496,921 △19,266 △1,078,573

投資有価証券の売却によ
る収入 

 4,900 608,130 703,419

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出 

 △311,505 △271,702 △311,505

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による
現金及び現金同等物の純
増加額 

 4,858 － －

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △124,655 △131,231 △181,601

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △164,558 △45,395 △443,089

差入保証金の差入れによ
る支出 

 △8,236 △161,171 △29,669

差入保証金の回収による
収入 

 122,242 160,546 176,486

短期貸付金の純増加額  △18,061 △459,752 △61,431

長期貸付金の貸付による
支出 

 － △71,400 △6,600

長期貸付金の回収による
収入 

 4,885 7,810 6,708

その他  △35,638 △6,424 155,495

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,022,691 △389,858 △1,070,361
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

短期借入金の純増加額（△
純減少額） 

 2,499,166 △977,974 2,225,505

預り担保金の受入れによ
る収入 

 － 950,000 －

長期借入れによる収入  100,000 － 100,000

長期借入金の返済による
支出 

 △300 △198,038 △17,200

少数株主への株式の発行
による収入 

 23,023 30,000 24,432

自己株式の取得による支
出 

 △62,264 － △62,264

配当金の支払額  △275,856 △273,549 △276,993

少数株主への配当金の支
払額 

 △53,341 △42,620 △88,025

その他  － △12,796 －

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,230,428 △524,978 1,905,455

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 304 99 7,693

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（△減少額） 

 159,902 △1,565,069 △654,011

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 4,262,974 3,608,963 4,262,974

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少額 

 － △2,141 －

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※ 4,422,877 2,041,751 3,608,963
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【訂正後】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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４月１日 
至 平成19年３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 

 △1,190,909 △673,658 △1,433,152

減価償却費  153,038 260,765 387,781

のれん償却額  2,482 44,999 7,448

持分法による投資損失  72,314 127,253 90,235

持分変動利益  △8,523 △13,133 △14,614

貸倒引当金の増加額  16,300 9,846 8,489

退職給付引当金の増加額  65,219 50,687 128,103

投資損失引当金の増加額  － 375,876 －

未払金の増加額（△減少
額） 

 △306,271 25,506 △115,595

未払費用の増加額（△減少
額） 

 15,177 △53,181 －

前受金の増加額（△減少
額） 

 △26,138 577,312 －

受取利息及び受取配当金  △9,489 △13,822 △21,733

支払利息  9,263 30,093 24,655

投資有価証券売却益  － △515,537 △575,907

子会社株式売却益  △3,092 － －

固定資産除売却損  30,262 43,032 45,473

減損損失  2,368 － 7,691

売上債権の減少額（△増加
額） 

 571,976 △13,046 211,442

たな卸資産の減少額（△増
加額） 

 17,102 △498,823 48,273

仕入債務の増加額（△減少
額） 

 △383,264 △368,856 △12,865

役員賞与の支払額  △33,000 － －

その他  43,031 4,651 △177,497

小計  △962,150 △609,336 △1,391,773

利息及び配当金の受取額  7,882 13,938 17,165

利息の支払額  △9,573 △34,478 △25,884

法人税等の支払額  △84,296 △20,455 △96,305

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,048,138 △650,332 △1,496,798
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △496,921 △19,266 △1,078,573

投資有価証券の売却によ
る収入 

 4,900 608,130 703,419

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出 

 △311,505 △271,702 △311,505

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による
現金及び現金同等物の純
増加額 

 4,858 － －

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △124,655 △131,231 △181,601

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △164,558 △45,395 △443,089

差入保証金の差入れによ
る支出 

 △8,236 △161,171 △29,669

差入保証金の回収による
収入 

 122,242 160,546 176,486

短期貸付金の純増加額  △18,061 △459,752 △61,431

長期貸付金の貸付による
支出 

 － △71,400 △6,600

長期貸付金の回収による
収入 

 4,885 7,810 6,708

その他  △35,638 △6,424 155,495

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,022,691 △389,858 △1,070,361
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

短期借入金の純増加額（△
純減少額） 

 2,499,166 △977,974 2,225,505

預り担保金の受入れによ
る収入 

 － 950,000 －

長期借入れによる収入  100,000 － 100,000

長期借入金の返済による
支出 

 △300 △198,038 △17,200

少数株主への株式の発行
による収入 

 23,023 30,000 24,432

自己株式の取得による支
出 

 △62,264 － △62,264

配当金の支払額  △275,856 △273,549 △276,993

少数株主への配当金の支
払額 

 △53,341 △42,620 △88,025

その他  － △12,796 －

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,230,428 △524,978 1,905,455

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 304 99 7,693

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（△減少額） 

 159,902 △1,565,069 △654,011

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 4,262,974 3,608,963 4,262,974

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少額 

 － △2,141 －

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※ 4,422,877 2,041,751 3,608,963
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準） 

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準） 

当中間連結会計期間より、「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。 
なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は7,938,821千円であります。 
中間連結財務諸表規則の改正により当中

間連結会計期間における中間連結財務諸表
は、改正後の中間連結財務諸表規則により作
成しております。 

 
 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成17年12月９日 企業
会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 平成17年12月
９日 企業会計基準適用指針第８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。 
なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は7,667,107千円であります。 
連結財務諸表規則の改正により当連結会計
年度における連結財務諸表は改正後の連結
財務諸表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） 

―――― （ストック・オプション等に関する会計基
準） 

当中間連結会計期間より、「ストック・オ
プション等に関する会計基準」（企業会計基
準第８号 平成17年12月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号 平成18
年５月31日）を適用しております。 

これにより、営業損失、経常損失及び税金
等調整前中間純損失はそれぞれ989千円増加
しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

 当連結会計年度より、「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 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。 

これにより、営業損失、経常損失及び税金
等調整前当期純損失が7,853千円増加してお
ります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、
当該箇所に記載しております。 

（企業結合に係る会計基準等） ―――― （企業結合に係る会計基準） 
当中間連結会計期間より、「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」
（企業会計基準第７号 平成17年12月27日）
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」（企業会計基準適
用指針第10号 平成17年12月27日）を適用し
ております。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正による
中間連結財務諸表の表示に関する変更は以
下のとおりであります。 

 当連結会計年度より、「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17年12月
27日 企業会計基準適用指針第10号）を適用
しております。 

なお、連結財務諸表規則の改正による連
結財務諸表の表示に関する変更は以下のと
おりであります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）  （連結キャッシュ・フロー計算書） 
「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会

計期間から「のれん償却額」として表示して
おります。 

 「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年
度から「のれん償却額」として表示しており
ます。 

 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

―――― （保守売上の収益認識方法の変更） 
 従来、保守料の収益については、保守契

約契約の開始時に一括して収益認識してお
りましたが、「ソフトウェア取引の収益の会
計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応
報告第17号 平成18年３月30日）が公表さ
れ、収益計上の厳格な適用が求められたこと
及び適正な期間損益計算を行うことから、当
中間連結会計期間より保守売上については
契約期間に対応させ収益認識するという処
理に変更いたしました。 
これにより、従来の方法に比較して、売上

高115,243千円、売上原価106,739千円減少
し、営業損失、経常損失及び税金等調整前中
間純損失がそれぞれ8,503千円増加しており
ます。なお、過年度に計上した当中間連結会
計期間以降の保守契約契約期間に係わる売
上高と売上原価の差額については、過年度売
上修正額として特別損失に128,165千円計上
しております。 

―――― 
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【訂正後】 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準） 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準） 

当中間連結会計期間より、「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。 
なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は7,936,873千円であります。 
中間連結財務諸表規則の改正により当中

間連結会計期間における中間連結財務諸表
は、改正後の中間連結財務諸表規則により作
成しております。 

 
 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成17年12月９日 企業
会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 平成17年12月
９日 企業会計基準適用指針第８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。 
なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は7,663,983千円であります。 
連結財務諸表規則の改正により当連結会計
年度における連結財務諸表は改正後の連結
財務諸表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） 

― （ストック・オプション等に関する会計基
準） 

当中間連結会計期間より、「ストック・オ
プション等に関する会計基準」（企業会計基
準第８号 平成17年12月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号 平成18
年５月31日）を適用しております。 

これにより、営業損失、経常損失及び税金
等調整前中間純損失はそれぞれ989千円増加
しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

 当連結会計年度より、「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 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。 

これにより、営業損失、経常損失及び税金
等調整前当期純損失が7,853千円増加してお
ります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、
当該箇所に記載しております。 

（企業結合に係る会計基準等） ― （企業結合に係る会計基準） 
当中間連結会計期間より、「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」
（企業会計基準第７号 平成17年12月27日）
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」（企業会計基準適
用指針第10号 平成17年12月27日）を適用し
ております。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正による
中間連結財務諸表の表示に関する変更は以
下のとおりであります。 

 当連結会計年度より、「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17年12月
27日 企業会計基準適用指針第10号）を適用
しております。 

なお、連結財務諸表規則の改正による連
結財務諸表の表示に関する変更は以下のと
おりであります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）  （連結キャッシュ・フロー計算書） 
「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会

計期間から「のれん償却額」として表示して
おります。 

 「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年
度から「のれん償却額」として表示しており
ます。 

 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

―――― （保守売上の収益認識方法の変更） 
 従来、保守料の収益については、保守契

約契約の開始時に一括して収益認識してお
りましたが、「ソフトウェア取引の収益の会
計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応
報告第17号 平成18年３月30日）が公表さ
れ、収益計上の厳格な適用が求められたこと
及び適正な期間損益計算を行うことから、当
中間連結会計期間より保守売上については
契約期間に対応させ収益認識するという処
理に変更いたしました。 
これにより、従来の方法に比較して、売上

高115,243千円、売上原価106,739千円減少
し、営業損失、経常損失及び税金等調整前中
間純損失がそれぞれ8,503千円増加しており
ます。なお、過年度に計上した当中間連結会
計期間以降の保守契約契約期間に係わる売
上高と売上原価の差額については、過年度売
上修正額として特別損失に128,165千円計上
しております。 

―――― 
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平成 20 年３月期 中間決算短信（連結）〔Ｐ25〕 

（中間連結損益計算書関係） 

（訂正後） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

過年度不正流用損失 ―――― 過年度不正流用損失 

当社社員による会社資産の横領に伴い、平成
13年3月31日終了連結会計年度から前連結会計
年度までの各連結会計年度の連結財務諸表に
対して、売上原価の振替及び消費税の修正を必
要とする影響が生じておりますが、その金額が
僅少であるため、未払過年度消費税1,149千円
及び過年度不正流用損失1,149千円を当中間連
結会計期間に一括計上して訂正しております。 

なお、各連結会計年度における要訂正額の内
訳は以下のとおりであります。 

 当社社員による会社資産の横領に伴い、平成
13年3月31日終了連結会計年度から前連結会計
年度までの各連結会計年度の連結財務諸表に
対して、売上原価の振替及び消費税の修正を必
要とする影響が生じておりますが、その金額が
僅少であるため、未払過年度消費税1,149千円
及び過年度不正流用損失1,149千円を当連結会
計年度に一括計上して訂正しております。 

なお、各連結会計年度における要訂正額の内
訳は以下のとおりであります。 

過年度売上原価訂正額 
平成13年３月期 △461千円
平成14年３月期 △2,168千円
平成15年３月期 △6,509千円
平成16年３月期 △8,765千円
平成17年３月期 △21,312千円
平成18年３月期 △22,998千円
計 △62,215千円

 
過年度不正流用損失 
平成13年３月期 461千円
平成14年３月期 2,168千円
平成15年３月期 6,509千円
平成16年３月期 8,765千円
平成17年３月期 21,312千円
平成18年３月期 22,998千円
計 62,215千円

 
過年度消費税訂正額 
平成18年３月期 1,149千円
計 1,149千円

 

 過年度売上原価訂正額 
平成13年３月期 △461千円
平成14年３月期 △2,168千円
平成15年３月期 △6,509千円
平成16年３月期 △8,765千円
平成17年３月期 △21,312千円
平成18年３月期 △22,998千円
計 △62,215千円

 
過年度不正流用損失 
平成13年３月期 461千円
平成14年３月期 2,168千円
平成15年３月期 6,509千円
平成16年３月期 8,765千円
平成17年３月期 21,312千円
平成18年３月期 22,998千円
計 62,215千円

 
過年度消費税訂正額 
平成18年３月期 1,149千円
計 1,149千円
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

【訂正前】 

前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 
機器関連事業

（千円） 

ネットワーク

関連事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 5,408,069 7,659,823 13,067,893 － 13,067,893 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
138,774 217,164 355,938 (355,938) － 

計 5,546,843 7,876,987 13,423,831 (355,938) 13,067,893 

営業費用 6,292,185 8,253,123 14,545,308 (355,938) 14,189,370 

営業損失 745,341 376,135 1,121,476 － 1,121,476 

 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

 
機器関連事業

（千円） 

ネットワーク

関連事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 5,173,907 10,346,998 15,520,906 － 15,520,906 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
39,071 77,375 116,446 (116,446) － 

計 5,212,979 10,424,374 15,637,353 (116,446) 15,520,906 

営業費用 5,241,536 10,902,146 16,143,683 (116,446) 16,027,236 

営業損失 28,557 477,772 506,329 － 506,329 

 

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） 

 
機器関連事業

（千円） 

ネットワーク

関連事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 10,375,368 15,840,778 26,216,147 － 26,216,147 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
201,840 368,795 570,636 (570,636) － 

計 10,577,209 16,209,574 26,786,783 (570,636) 26,216,147 

営業費用 11,706,992 16,998,156 28,705,149 (570,636) 28,134,512 

営業損失 1,129,782 788,582 1,918,365 － 1,918,365 
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【訂正後】 

前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 
機器関連事業

（千円） 

ネットワーク

関連事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 5,408,069 7,659,823 13,067,893 － 13,067,893 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
138,774 217,164 355,938 (355,938) － 

計 5,546,843 7,876,987 13,423,831 (355,938) 13,067,893 

営業費用 6,276,279 8,253,070 14,529,350 (355,938) 14,173,411 

営業損失 729,435 376,082 1,105,518 － 1,105,518 

 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

 
機器関連事業

（千円） 

ネットワーク

関連事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 5,173,907 10,346,998 15,520,906 － 15,520,906 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
39,071 77,375 116,446 (116,446) － 

計 5,212,979 10,424,374 15,637,353 (116,446) 15,520,906 

営業費用 5,227,588 10,901,854 16,129,443 (116,446) 16,012,996 

営業損失 14,608 477,480 492,089 － 492,089 

 

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） 

 
機器関連事業

（千円） 

ネットワーク

関連事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 10,375,368 15,840,778 26,216,147 － 26,216,147 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
201,840 368,795 570,636 (570,636) － 

計 10,577,209 16,209,574 26,786,783 (570,636) 26,216,147 

営業費用 11,667,847 16,997,816 28,665,664 (570,636) 28,095,028 

営業損失 1,090,638 788,242 1,878,880 － 1,878,880 
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 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品及び役務の名称 

 事業は市場及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。 

事業区分 主要な商品及び役務 

機器関連事業 
電話機・ファクシミリ・パーソナルコンピュータ・複写機等の情報機器の直接

販売及び代理店販売 

ネットワーク関連事業 

国際・国内通信のサービス 

情報ネットワーク接続に関するハード・ソフトの開発及び販売 

Ｗｅｂ関連 

セキュリティ関連 

その他 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日）、当中間連結会

計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自 平成

18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が 90％超であるため、所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日）、当中間連結会

計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自 平成

18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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 576.76円

１株当たり中間純損失金額 81.00円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、１株当たり中間純損失が計

上されているため記載しておりません。 

 
１株当たり純資産額 499.15円

１株当たり中間純損失金額 44.34円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、１株当たり中間純損失が計

上されているため記載しておりません。 

 
１株当たり純資産額 557.02円

１株当たり純損失金額 100.62円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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株当たり中間（当期）純利益金額  

中間（当期）純損失（千円） 1,119,143 610,292 1,387,650

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

 （うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純損失（千円） 1,119,143 610,292 1,387,650

期中平均株式数（株） 13,816,709 13,764,430 13,790,995

  

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利
益金額 

 

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 （うち子会社が発行する潜在株式調整額） （－） （－） （－）

普通株式増加数（株） － － －

 （うち新株予約権） （－） （－） （－）

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）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予

約権の数は2,681個） 

新株予約権４種類（新株予

約権の数は2,352個） 

新株予約権４種類（新株予

約権の数は2,636個） 

 

 

 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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 576.62円

１株当たり中間純損失金額 81.14円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、１株当たり中間純損失が計

上されているため記載しておりません。 

 
１株当たり純資産額 498.88円

１株当たり中間純損失金額 44.39円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、１株当たり中間純損失が計

上されているため記載しておりません。 

 
１株当たり純資産額 556.80円

１株当たり純損失金額 100.85円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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株当たり中間（当期）純利益金額  

中間（当期）純損失（千円） 1,121,090 611,004 1,390,775

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

 （うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純損失（千円） 1,121,090 611,004 1,390,775

期中平均株式数（株） 13,816,709 13,764,430 13,790,995

  

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利
益金額 

 

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 （うち子会社が発行する潜在株式調整額） （－） （－） （－）

普通株式増加数（株） － － －

 （うち新株予約権） （－） （－） （－）

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）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予

約権の数は2,681個） 

新株予約権４種類（新株予

約権の数は2,352個） 

新株予約権４種類（新株予

約権の数は2,636個） 
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６．中間個別財務諸表 
 

(1）中間貸借対照表 

【訂正前】 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２ 2,235,664 999,216 1,613,333 

２．受取手形 ※４ 54,950 19,629 19,410 

３．売掛金  1,661,127 1,609,837 1,865,963 

４．たな卸資産  243,149 273,423 253,864 

５．繰延税金資産  101,592 76,277 95,940 

６．未収入金  573,918 528,286 600,533 

７．短期貸付金  846,925 2,115,968 1,261,118 

８．その他  428,070 379,216 432,536 

貸倒引当金  △54,032 △61,147 △57,847 

流動資産合計   6,091,367 34.4 5,940,708 34.6  6,084,851 34.7

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産 ※１ 542,404 443,943 491,263 

２. 無形固定資産  900,803 893,411 940,880 

３. 投資その他の資産    

(１)投資有価証券 ※2.5 9,619,089 9,795,082 9,392,469 

(２)その他  1,026,548 784,409 1,022,048 

貸倒引当金  △343,336 △128,304 △342,647 

投資損失引当
金 

 △150,000 △536,376 △60,500 

投資その他の資産
合計 

 10,152,302 9,914,811 10,011,370 

固定資産合計   11,595,510 65.6 11,252,166 65.4  11,443,514 65.3

資産合計   17,686,877 100.0 17,192,874 100.0  17,528,366 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※２ 1,251,341 1,279,930 1,494,105 

２．短期借入金  2,100,000 1,300,000 2,000,000 

３. 1年内返済予定の
長期借入金 

※２ 33,200 33,200 33,200 

４．未払金  693,700 784,394 847,644 

５．未払法人税等   42,537 31,986 41,472 

６．預り担保金 ※５ － 950,000 － 

７．その他  627,380 608,701 623,528 

流動負債合計   4,748,160 26.8 4,988,212 29.0  5,039,951 28.7

Ⅱ 固定負債    

 １．長期借入金 ※２ 66,800 33,600 50,200 

 ２．繰延税金負債  314,753 310,225 255,651 

３．退職給付引当金  960,478 1,064,519 1,019,422 

固定負債合計   1,342,032 7.6 1,408,344 8.2  1,325,274 7.6

負債合計   6,090,192 34.4 6,396,557 37.2  6,365,225 36.3

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   4,150,294 23.5 4,150,294 24.1  4,150,294 23.7

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  4,014,294 4,014,294
 

4,014,294 

資本剰余金合計   4,014,294 22.7 4,014,294 23.4  4,014,294 22.9

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  205,893 205,893 205,893 

(2)その他利益剰余
金 

   

別途積立金  1,000,000 1,000,000 1,000,000 

繰越利益剰余金  954,427 98,257 573,288 

利益剰余金合計   2,160,320 12.2 1,304,150 7.6  1,779,182 10.2

４．自己株式   △62,352 △0.4 △62,352 △0.4  △62,352 △0.4

株主資本合計   10,262,558 58.0 9,406,388 54.7  9,881,419 56.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  1,334,126 7.6 1,389,929 8.1  1,281,721 7.3

評価・換算差額等合
計 

  1,334,126 7.6 1,389,929 8.1  1,281,721 7.3

純資産合計   11,596,684 65.6 10,796,317 62.8  11,163,140 63.7

負債純資産合計   17,686,877 100.0 17,192,874 100.0  17,528,366 100.0
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【訂正後】 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２ 2,235,664 999,216 1,613,333 

２．受取手形 ※４ 54,950 19,629 19,410 

３．売掛金  1,661,127 1,609,837 1,865,963 

４．たな卸資産  243,149 273,423 253,864 

５．繰延税金資産  101,592 76,277 95,940 

６．未収入金  573,918 528,286 600,533 

７．短期貸付金  846,925 2,115,968 1,261,118 

８．その他  428,070 379,216 432,536 

貸倒引当金  △54,032 △61,147 △57,847 

流動資産合計   6,091,367 34.4 5,940,708 34.6  6,084,851 34.7

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産 ※１ 542,404 443,943 491,263 

２. 無形固定資産  900,803 893,411 940,880 

３. 投資その他の資産    

(１)投資有価証券 ※2.5 9,619,089 9,795,082 9,392,469 

(２)その他  1,026,548 784,409 1,022,048 

貸倒引当金  △343,336 △128,304 △342,647 

投資損失引当
金 

 △150,000 △536,376 △60,500 

投資その他の資産
合計 

 10,152,302 9,914,811 10,011,370 

固定資産合計   11,595,510 65.6 11,252,166 65.4  11,443,514 65.3

資産合計   17,686,877 100.0 17,192,874 100.0  17,528,366 100.0

    



 

－ 37 － 

 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※２ 1,251,341 1,279,930 1,494,105 

２．短期借入金  2,100,000 1,300,000 2,000,000 

３. 1年内返済予定の
長期借入金 

※２ 33,200 33,200 33,200 

４．未払金  693,700 784,394 847,644 

５．未払法人税等   42,537 31,986 41,472 

６．預り担保金 ※５ － 950,000 － 

７．その他  629,328 612,537 626,652 

流動負債合計   4,750,108 26.8 4,992,048 29.0  5,043,075 28.8

Ⅱ 固定負債    

 １．長期借入金 ※２ 66,800 33,600 50,200 

 ２．繰延税金負債  314,753 310,225 255,651 

３．退職給付引当金  960,478 1,064,519 1,019,422 

固定負債合計   1,342,032 7.6 1,408,344 8.2  1,325,274 7.5

負債合計   6,092,140 34.4 6,400,393 37.2  6,368,349 36.3

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   4,150,294 23.5 4,150,294 24.1  4,150,294 23.7

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  4,014,294 4,014,294
 

4,014,294 

資本剰余金合計   4,014,294 22.7 4,014,294 23.4  4,014,294 22.9

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  205,893 205,893 205,893 

(2)その他利益剰余
金 

   

別途積立金  1,000,000 1,000,000 1,000,000 

繰越利益剰余金  952,479 94,421 570,164 

利益剰余金合計   2,158,372 12.2 1,300,314 7.6  1,776,057 10.1

４．自己株式   △62,352 △0.4 △62,352 △0.4  △62,352 △0.3

株主資本合計   10,260,610 58.0 9,402,552 54.7  9,878,295 56.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  1,334,126 7.6 1,389,929 8.1  1,281,721 7.3

評価・換算差額等合
計 

  1,334,126 7.6 1,389,929 8.1  1,281,721 7.3

純資産合計   11,594,736 65.6 10,792,481 62.8  11,160,016 63.7

負債純資産合計   17,686,877 100.0 17,192,874 100.0  17,528,366 100.0
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（２）中間損益計算書 

【訂正前】 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

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   6,666,763 100.0 6,609,105 100.0  13,057,245 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  4,024,667 60.4 3,751,188 56.8  7,853,044 60.1

売上総利益   2,642,095 39.6 2,857,916 43.2  5,204,201 39.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  3,346,388 50.2 3,179,946 48.1  6,629,423 50.8

営業損失   704,293 △10.6 322,029 △4.9  1,425,222 △10.9

Ⅳ 営業外収益 ※２  223,534 3.4 178,763 2.7  376,765 2.9

Ⅴ 営業外費用 ※３  10,168 0.2 34,095 0.5  37,443 0.3

経常損失   490,927 △7.4 177,361 △2.7  1,085,900 △8.3

Ⅵ 特別利益 ※４  318 0.1 515,537 7.8  734,984 5.6

Ⅶ 特別損失 
※5.6 
7 

 131,567 2.0 533,979 8.1  677,294 5.2

税引前中間（当期）
純損失 
 

  622,177 △9.3 195,803 △3.0  1,028,210 △7.9

法人税、住民税及
び事業税 

 12,330 14,286 23,182 

過年度法人税等戻
入額 

 － △10,346 △18,250 

法人税等調整額  △11,168 1,161 0.0 － 3,939 0.0 △28,665 △23,733 △0.2

中間（当期）純損
失 
 

  623,338 △9.3 199,742 △3.0  1,004,477 △7.7
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【訂正後】 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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） 

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   6,666,763 100.0 6,609,105 100.0  13,057,245 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  4,008,975 60.1 3,737,342 56.5  7,814,806 59.9

売上総利益   2,657,787 39.9 2,871,762 43.5  5,242,439 40.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  3,346,122 50.2 3,179,550 48.2  6,628,177 50.7

営業損失   688,335 △10.3 307,788 △4.7  1,385,738 △10.6

Ⅳ 営業外収益 ※２  223,534 3.3 178,763 2.7  376,765 2.9

Ⅴ 営業外費用 ※３  26,924 0.4 49,048 0.7  78,902 0.6

経常損失   491,725 △7.4 178,073 △2.7  1,087,875 △8.3

Ⅵ 特別利益 ※４  318 0.0 515,537 7.8  734,984 5.6

Ⅶ 特別損失 
※5.6 
7 

 132,717 2.0 533,979 8.1  678,444 5.2

税引前中間（当期）
純損失 
 

  △624,124 △9.4 196,515 △3.0  1,031,334 △7.9

法人税、住民税及
び事業税 

 12,330 14,286 23,182 

過年度法人税等戻
入額 

 － △10,346 △18,250 

法人税等調整額  △11,168 1,161 0.0 － 3,939 0.0 △28,665 △23,733 △0.2

中間（当期）純損
失 
 

  625,286 △9.4 200,454 △3.0  1,007,601 △7.7
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（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

【訂正前】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成18年３月31日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 1,855,090 3,060,983 △87 11,225,485

中間会計期間中の変動
額 

   

剰余金の配当（注）  △277,324 △277,324  △277,324

中間純損失  △623,338 △623,338  △623,338

自己株式の取得   △62,264 △62,264

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

－ － － － － △900,663 △900,663 △62,264 △962,927

平成18年９月30日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 954,427 2,160,320 △62,352 10,262,558

 

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 

純資産合計

平成18年３月31日 残
高（千円） 

1,473,981 1,473,981 12,699,467

中間会計期間中の変動
額 

 

剰余金の配当（注）  △277,324

中間純損失  △623,338

自己株式の取得  △62,264

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

△139,854 △139,854 △139,854

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

△139,854 △139,854 △1,102,782

平成18年９月30日 残
高（千円） 

1,334,126 1,334,126 11,596,684

 （注） 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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【訂正後】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 1,855,090 3,060,983 △87 11,225,485

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △277,324 △277,324  △277,324

中間純損失   △625,286 △625,286  △625,286

自己株式の取得    △62,264 △62,264

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額） 

    

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － － △902,611 △902,611 △62,264 △964,875

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 952,479 2,158,372 △62,352 10,260,610

     
 

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 

純資産合計

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,473,981 1,473,981 12,699,467

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）   △277,324

中間純損失   △625,286

自己株式の取得   △62,264

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額） 

△139,854 △139,854 △139,854

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△139,854 △139,854 △1,104,730

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,334,126 1,334,126 11,594,736

（注） 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

【訂正前】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成19年３月31日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 573,288 1,779,182 △62,352 9,881,419

中間会計期間中の変動
額 

   

剰余金の配当  △275,288 △275,288  △275,288

中間純損失  △199,742 △199,742  △199,742

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

－ － － － － △475,031 △475,031 － △475,031

平成19年９月30日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 98,257 1,304,150 △62,352 9,406,388

 

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 

純資産合計

平成19年３月31日 残
高（千円） 

1,281,721 1,281,721 11,163,140

中間会計期間中の変動
額 

 

剰余金の配当  △275,288

中間純損失  △199,742

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

108,208 108,208 108,208

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

108,208 108,208 △366,823

平成19年９月30日 残
高（千円） 

1,389,929 1,389,929 10,796,317
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【訂正後】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成19年３月31日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 570,164 1,776,057 △62,352 9,878,295

中間会計期間中の変動
額 

   

剰余金の配当  △275,288 △275,288  △275,288

中間純損失  △200,454 △200,454  △200,454

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

－ － － － － △475,743 △475,743 － △475,743

平成19年９月30日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 94,421 1,300,314 △62,352 9,402,552

 

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 

純資産合計

平成19年３月31日 残
高（千円） 

1,281,721 1,281,721 11,160,016

中間会計期間中の変動
額 

 

剰余金の配当  △275,288

中間純損失  △200,454

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

108,208 108,208 108,208

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

108,208 108,208 △367,535

平成19年９月30日 残
高（千円） 

1,389,929 1,389,929 10,792,481
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

【訂正前】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成18年３月31日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 1,855,090 3,060,983 △87 11,225,485

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注）  △277,324 △277,324  △277,324

当期純損失  △1,004,477 △1,004,477  △1,004,477

自己株式の取得   △62,264 △62,264

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） 

－ － － － － △1,281,801 △1,281,801 △62,264 △1,344,066

平成19年３月31日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 573,288 1,779,182 △62,352 9,881,419

 

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 

純資産合計

平成18年３月31日 残
高（千円） 

1,473,981 1,473,981 12,699,467

事業年度中の変動額  

剰余金の配当（注）  △277,324

当期純損失  △1,004,477

自己株式の取得  △62,264

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 

△192,260 △192,260 △192,260

事業年度中の変動額合
計（千円） 

△192,260 △192,260 △1,536,326

平成19年３月31日 残
高（千円） 

1,281,721 1,281,721 11,163,140

 （注） 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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【訂正後】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成18年３月31日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 1,855,090 3,060,983 △87 11,225,485

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注）  △277,324 △277,324  △277,324

当期純損失  △1,007,601 △1,007,601  △1,007,601

自己株式の取得   △62,264 △62,264

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） 

－ － － － － △1,284,926 △1,284,926 △62,264 △1,347,190

平成19年３月31日 残
高（千円） 

4,150,294 4,014,294 4,014,294 205,893 1,000,000 570,164 1,776,057 △62,352 9,878,295

 

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 

純資産合計

平成18年３月31日 残
高（千円） 

1,473,981 1,473,981 12,699,467

事業年度中の変動額  

剰余金の配当（注）  △277,324

当期純損失  △1,007,601

自己株式の取得  △62,264

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 

△192,260 △192,260 △192,260

事業年度中の変動額合
計（千円） 

△192,260 △192,260 △1,539,450

平成19年３月31日 残
高（千円） 

1,281,721 1,281,721 11,160,016

 （注） 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

【訂正前】 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等) 

― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等) 

当中間会計期間から「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

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）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

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８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。 

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は11,596,684千円であります。中間

財務諸表等規則の改正により当中間会計期

間における中間財務諸表は、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 

 

 

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」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）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

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８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。

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は11,163,140千円であります。財務

諸表等規則の改正により当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

 

【訂正後】 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等) 

― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等) 

当中間会計期間から「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

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）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

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８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。 

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は11,594,736千円であります。中間

財務諸表等規則の改正により当中間会計期

間における中間財務諸表は、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 

 

 

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」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）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

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８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。

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は11,160,016千円であります。財務

諸表等規則の改正により当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 
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平成 20 年３月期 個別中間財務諸表の概要〔Ｐ51〕 

（中間損益計算書関係） 

（訂正後） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

過年度不正流用損失 ―――― 過年度不正流用損失 

当社社員による会社資産の横領に伴い、平成
13年3月31日終了事業年度から前事業年度まで
の各事業年度の財務諸表に対して、売上原価の
振替及び消費税の修正を必要とする影響が生
じておりますが、その金額が僅少であるため、
未払過年度消費税1,149千円及び過年度不正流
用損失1,149千円を当中間会計期間に一括計上
して訂正しております。 
なお、各事業年度における要訂正額の内訳は

以下のとおりであります。 

 当社社員による会社資産の横領に伴い、平成
13年3月31日終了事業年度から前事業年度まで
の各事業年度の財務諸表に対して、売上原価の
振替及び消費税の修正を必要とする影響が生
じておりますが、その金額が僅少であるため、
未払過年度消費税1,149千円及び過年度不正流
用損失1,149千円を当事業年度に一括計上して
訂正しております。 
なお、各事業年度における要訂正額の内訳は

以下のとおりであります。 
過年度売上原価訂正額 
平成13年３月期 △461千円
平成14年３月期 △2,168千円
平成15年３月期 △6,509千円
平成16年３月期 △8,765千円
平成17年３月期 △21,312千円
平成18年３月期 △22,998千円
計 △62,215千円

 
過年度不正流用損失 
平成13年３月期 461千円
平成14年３月期 2,168千円
平成15年３月期 6,509千円
平成16年３月期 8,765千円
平成17年３月期 21,312千円
平成18年３月期 22,998千円
計 62,215千円

 
過年度消費税訂正額 
平成18年３月期 1,149千円
計 1,149千円

 

 過年度売上原価訂正額 
平成13年３月期 △461千円
平成14年３月期 △2,168千円
平成15年３月期 △6,509千円
平成16年３月期 △8,765千円
平成17年３月期 △21,312千円
平成18年３月期 △22,998千円
計 △62,215千円

 
過年度不正流用損失 
平成13年３月期 461千円
平成14年３月期 2,168千円
平成15年３月期 6,509千円
平成16年３月期 8,765千円
平成17年３月期 21,312千円
平成18年３月期 22,998千円
計 62,215千円

 
過年度消費税訂正額 
平成18年３月期 1,149千円
計 1,149千円
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（１株当たり情報） 

【訂正前】 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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 842.51円

１株当たり中間純損失金額 45.11円

 潜在株式調整後１株当たり当中間純利益

金額については、１株当たり中間純損失が

計上されているため記載しておりません。 
  

  
１株当たり純資産額 784.36円

１株当たり中間純損失金額 14.51円

 潜在株式調整後１株当たり当中間純利益

金額については、１株当たり中間純損失が

計上されているため記載しておりません。
  

  
１株当たり純資産額 811.01円

１株当たり当期純損失金額 72.84円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりません｡ 
  

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（千円） 623,338 199,742 1,004,477 

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） 

623,338 199,742 1,004,477 

期中平均株式数（株） 13,816,709 13,764,430 13,790,995 

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）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予約

権の数は2,681個）。 

新株予約権 ４種類（新株予

約権の数は2,352 個）。 

新株予約権４種類（新株予

約権の数は2,636 個）。 

 

【訂正後】 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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 842.37円

１株当たり中間純損失金額 45.26円

 潜在株式調整後１株当たり当中間純利益

金額については、１株当たり中間純損失が

計上されているため記載しておりません。 
  

  
１株当たり純資産額 784.08円

１株当たり中間純損失金額 14.56円

 潜在株式調整後１株当たり当中間純利益

金額については、１株当たり中間純損失が

計上されているため記載しておりません。
  

  
１株当たり純資産額 810.79円

１株当たり当期純損失金額 73.06円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりません｡ 
  

（注）１株当たり中間（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（千円） 625,286 200,454 1,007,601 

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） 

625,286 200,454 1,007,601 

期中平均株式数（株） 13,816,709 13,764,430 13,790,995 

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）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予約

権の数は2,681個）。 

新株予約権 ４種類（新株予

約権の数は2,352 個） 

新株予約権４種類（新株予

約権の数は2,636 個）。 

 


