
 
平成22年６月10日

  
各 位 

 
  

（訂正・数値データ訂正あり）修正後発事象の発生に伴う 

「平成22年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
  

 平成22年５月13日に開示いたしました「平成22年３月期決算短信」について、平成22年６月２日に開示い

たしました「平成22年３月期決算短信の訂正及び第12回定時株主総会開催予定日の変更に関するお知らせ」

に記載のとおり、重要な後発事象の発生に伴い当社の財務数値を精査した結果、下記の理由により訂正いた

します。 

  
記 

  

１．訂正の理由とその影響 

 平成22年３月期末における営業投資有価証券にかかる投資損失引当金につき、期末日以降にその対象と

なっていた営業投資有価証券の一部の売却が実現した結果、期末の投資損失引当金の水準が遡及的に過大

な金額であったと判断される事態が発生したため、財政状態及び経営成績の適正な表示という観点から、

投資損失引当金の金額を客観的な水準に見直すべきと判断し、その内容を修正後発事象として、平成22年

３月期の連結財務諸表及び個別財務諸表に反映させることとしたものであります。 

 投資損失引当金の水準を見直したことにより、連結損益計算書における投資損失引当金繰入額は780百

万円（修正前投資損失引当金繰入額926百万円）、個別損益計算書における投資損失引当金繰入額は91百

万円（修正前投資損失引当金繰入額111百万円）となります。この結果、連結営業損失は3,977百万円（修

正前連結営業損失4,043百万円）、個別営業損失は522百万円（修正前個別営業損失535百万円）となり、

連結、個別ともに損益の改善となります。 

 この他、投資損失引当金を全額計上していた投資先企業が期末日以降に破産手続き開始の申し立てを行

ったため、投資損失引当金を戻し入れ、その同額を減損する修正を合わせて行いました。従いまして、連

結、個別ともに投資損失引当金繰入額の修正額と営業損失の修正額が一致しておりません。 

 また、平成22年５月13日に開示いたしました「平成22年３月期決算短信」において、平成22年６月24日

としておりました第12回定時株主総会の開催予定日及び有価証券報告書提出予定日は、平成22年６月30日

に変更となります。 

以上

 ニッポン・ニューマーケット―「ヘラクレス」

会 社 名：フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

（コード：８４６２ 大証ヘラクレス スタンダード）

代表者名：代表取締役社長      川分 陽二

問合せ先：執行役員管理本部長  鈴木 智久

（ＴＥＬ：０７５－２５７－２５１１）
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２．訂正内容 

 訂正箇所には、下線を付して表示しております。 

  

１． 1.22年３月期の連結業績  (1) 連結経営成績                   １頁 

２． 1.22年３月期の連結業績 (2) 連結財政状態                          １頁   

３． (参考) 個別業績の概要 (1) 個別経営成績                   ２頁 

４． (参考) 個別業績の概要 (2) 個別財政状態                    ２頁 

５． 1.経営成績 (1) 経営成績に関する分析                   ３～６頁 

６． 1.経営成績  (2) 財政状態に関する分析                   ７～８頁 

７． 4.連結財務諸表  (1) 連結貸借対照表                    17～18頁 

８． 4.連結財務諸表 (2) 連結損益計算書                      19頁 

９． 4.連結財務諸表 (3) 連結株主資本等変動計算書               20～21頁 

10.  4.連結財務諸表  (4) 連結キャッシュ・フロー計算書              22～23頁 

11.  4.連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に関する注記事項 (税効果会計関係)       33頁 

12.  4.連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に関する注記事項 (金融商品関係)        34～36頁 

13.  4.連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に関する注記事項 (１株当たり情報)         46頁 

14.  5.個別財務諸表 (1) 貸借対照表                       48～49頁 

15.  5.個別財務諸表 (2) 損益計算書                       50～51頁 

16.  5.個別財務諸表 (3) 株主資本等変動計算書                   52～53頁 

17.  5.個別財務諸表 (7) 個別財務諸表に関する注記事項 (貸借対照表関係)        60頁 

18.  5.個別財務諸表 (7) 個別財務諸表に関する注記事項 (損益計算書関係)        61頁 

19.  5.個別財務諸表 (7) 個別財務諸表に関する注記事項 (税効果会計関係)         64頁 

20.  5.個別財務諸表 (7) 個別財務諸表に関する注記事項 (１株当たり情報)        65頁 

21.  6.その他 (2) その他 「参考情報」①準連結貸借対照表            67～68頁 

22.  6.その他 (2) その他 「参考情報」②準連結損益計算書              68頁 

  

2



【訂正前】 

 

 
  

 

   
【訂正後】 

 

 
  

 

 
  

【訂正前】 

 

 

   
【訂正後】 

 

 

（訂正箇所１：１頁）

1.22年３月期の連結業績（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(1) 連結経営成績 (％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 ％

22年３月期 362 (△13.7) △4,043 (―) △4,099 (―) △612 (―)

21年３月期 420 (11.7) △4,942 (―) △4,983 (―) △899 (―)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年３月期 △16,671 33 ― △96.3 △31.3 △1,114.9

21年３月期 △26,813 66 ― △69.1 △28.1 △1,176.4

(参考) 持分法投資損益 22年３月期 ― 百万円 21年３月期 ― 百万円

(1) 連結経営成績 (％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 ％

22年３月期 362 (△13.7) △3,977 (―) △4,033 (―) △599 (―)

21年３月期 420 (11.7) △4,942 (―) △4,983 (―) △899 (―)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年３月期 △16,311 33 ― △93.3 △30.7 △1,096.7

21年３月期 △26,813 66 ― △69.1 △28.1 △1,176.4

(参考) 持分法投資損益 22年３月期 ― 百万円 21年３月期 ― 百万円

（訂正箇所２：１頁）

(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

22年３月期 10,944 9,374 3.6 8,565 85

21年３月期 15,270 13,306 5.7 25,352 29

(参考) 自己資本 22年３月期 391百万円 21年３月期 874百万円

(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

22年３月期 11,011 9,440 3.7 8,855 63

21年３月期 15,270 13,306 5.7 25,352 29

(参考) 自己資本 22年３月期 404百万円 21年３月期 874百万円
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【訂正前】 

 

 
  

   
【訂正後】 

 

 
  

 
  

【訂正前】 

(2) 個別財政状態 

 

   
【訂正後】 

 (2) 個別財政状態 

 

（訂正箇所３：２頁）

(参考) 個別業績の概要

1.22年３月期の個別業績（平成21年４月１日～平成22年３月31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 ％

22年３月期 652 (△13.7) △535 (―) △594 (―) △615 (―)

21年３月期 755 (△6.4) △738 (―) △789 (―) △821 (―)

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

22年３月期 △16,738 34 ―

21年３月期 △24,496 32 ―

(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 ％

22年３月期 652 (△13.7) △522 (―) △581 (―) △601 (―)

21年３月期 755 (△6.4) △738 (―) △789 (―) △821 (―)

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

22年３月期 △16,378 31 ―

21年３月期 △24,496 32 ―

（訂正箇所４：２頁）

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

22年３月期 1,883 391 20.5 8,442 69

21年３月期 2,565 871 34.0 25,275 82

(参考) 自己資本 22年３月期 386百万円 21年３月期 871百万円

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

22年３月期 1,896 405 21.0 8,732 49

21年３月期 2,565 871 34.0 25,275 82

(参考) 自己資本 22年３月期 398百万円 21年３月期 871百万円
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1. 経営成績 

【訂正前】 

＜前略＞ 

これらの結果として、当連結会計年度における経営成績は、売上高は362百万円（前連結会計年度420

百万円）であり、前年同期に比べ57百万円の減収となりました。また、経常損失は4,099百万円（前連

結会計年度4,983百万円）であり、前年同期に比べ884百万円の赤字幅の縮小、当期純損失は612百万円

（前連結会計年度899百万円）であり、前年同期に比べ286百万円の赤字幅の縮小となりました。 
  

＜営業投資有価証券売上高＞ 

当連結会計年度における営業投資有価証券売上高は、株式の売却等により、285百万円（前連結会計年

度344百万円）と、前年同期に比べ59百万円の減収となりました。 
  
（営業投資関連損益の状況） 

   
＜中略＞ 

＜投資の状況＞ 

当連結会計年度における当社の投資実行の状況は、25社、741百万円（前連結会計年度29社、1,032百万

円）となり、前年同期に比べ４社、291百万円減少しております。また、当連結会計年度末における投資

残高は188社、14,354百万円（前連結会計年度末209社、16,591百万円）となりました。 
  

①証券種類別投資実行額 

 
(注) 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。 

（訂正箇所５：３～６頁）

(1) 経営成績に関する分析

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

至 平成21年３月31日) 至 平成22年３月31日)

営業投資有価証券売上高 344,602 285,229

営業投資有価証券売却額 （上場） 14,305 15,855

営業投資有価証券売却額 （未上場） 299,926 257,733

営業投資有価証券利息・配当金 30,370 11,641

営業投資有価証券売上原価 1,484,842 2,915,359

営業投資有価証券売却原価 （上場） 5,500 3,900

営業投資有価証券売却原価 （未上場） 705,253 1,220,149

減損等 774,089 1,691,309

投資損失引当金繰入額 3,181,157 926,188

営業投資関連損失（△） △4,321,397 △3,556,317

証 券 種 類

投資実行額

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

 至 平成21年３月31日) 至 平成22年３月31日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 957,970 27 574,101 21

社債等 74,169 3 166,990 10

合 計 1,032,139 29 741,091 25
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②証券種類別投資残高 

 
(注) 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。 

  
＜後略＞ 

【訂正後】 

＜前略＞ 

これらの結果として、当連結会計年度における経営成績は、売上高は362百万円（前連結会計年度420

百万円）であり、前年同期に比べ57百万円の減収となりました。また、経常損失は4,033百万円（前連

結会計年度4,983百万円）であり、前年同期に比べ950百万円の赤字幅の縮小、当期純損失は599百万円

（前連結会計年度899百万円）であり、前年同期に比べ299百万円の赤字幅の縮小となりました。 
  

＜営業投資有価証券売上高＞ 

当連結会計年度における営業投資有価証券売上高は、株式の売却等により、285百万円（前連結会計年

度344百万円）と、前年同期に比べ59百万円の減収となりました。 
  
（営業投資関連損益の状況） 

   
＜中略＞ 

証 券 種 類

投資残高

前連結会計年度末 当連結会計年度末
 (平成21年３月31日) (平成22年３月31日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 16,072,679 205 13,825,390 183

社債等 518,714 22 529,464 22

合 計 16,591,393 209 14,354,854 188

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

至 平成21年３月31日) 至 平成22年３月31日)

営業投資有価証券売上高 344,602 285,229

営業投資有価証券売却額 （上場） 14,305 15,855

営業投資有価証券売却額 （未上場） 299,926 257,733

営業投資有価証券利息・配当金 30,370 11,641

営業投資有価証券売上原価 1,484,842 2,995,359

営業投資有価証券売却原価 （上場） 5,500 3,900

営業投資有価証券売却原価 （未上場） 705,253 1,220,149

減損等 774,089 1,771,309

投資損失引当金繰入額 3,181,157 780,058

営業投資関連損失（△） △4,321,397 △3,490,187
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＜投資の状況＞ 

当連結会計年度における当社の投資実行の状況は、25社、741百万円（前連結会計年度29社、1,032百万

円）となり、前年同期に比べ４社、291百万円減少しております。また、当連結会計年度末における投資

残高は187社、14,274百万円（前連結会計年度末209社、16,591百万円）となりました。 
  
①証券種類別投資実行額 

 
(注) 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。 

  
②証券種類別投資残高 

 
(注) 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。 

  
＜後略＞ 

証 券 種 類

投資実行額

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

 至 平成21年３月31日) 至 平成22年３月31日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 957,970 27 574,101 21

社債等 74,169 3 166,990 10

合 計 1,032,139 29 741,091 25

証 券 種 類

投資残高

前連結会計年度末 当連結会計年度末
 (平成21年３月31日) (平成22年３月31日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 16,072,679 205 13,745,390 182

社債等 518,714 22 529,464 22

合 計 16,591,393 209 14,274,854 187
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 (2) 財政状態に関する分析 

【訂正前】 

＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

総資産額については、当連結会計年度末は、10,944百万円（前連結会計年度末15,270百万円）となりま

した。その内訳は流動資産10,871百万円（前連結会計年度末15,114百万円）、固定資産73百万円（前連結

会計年度末156百万円）です。 

 負債額については、社債の発行55百万円がありましたが、借入金の返済169百万円を行ったこと、社債

の償還36百万円を行ったこと及びさかいベンチャー育成投資事業有限責任組合によるキャピタルコールに

伴い、既に少数株主から払込済みであった215百万円を預り金から出資金に振り替えたこと等により、当

連結会計年度末は、1,570百万円（前連結会計年度末1,964百万円）となりました。なお、当社は、主要取

引銀行２行に対する債務（当連結計計年度末1,196百万円）の返済期日が向こう１年にさしかかる事前の

平成22年２月24日付で、満期日をさらに１年延長する変更契約（満期日：平成24年１月31日）をしており

ます。 

 また、純資産額については、平成21年12月25日付で第三者割当による新株式の発行を行い、98百万円の

払い込みを受けて増加いたしました。さらに、平成22年３月31日付で第三者割当による新株式及び新株予

約権の発行を行い、32百万円の払い込みを受けて増加いたしましたが、当期純損失612百万円の計上及び

少数株主持分が3,454百万円減少したこと等に伴い、当連結会計年度末は9,374百万円（前連結会計年度末

13,306百万円）となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の5.7％から3.6％となりまし

た。 
  

 ＜キャッシュ・フローの状況＞ 

＜中略＞ 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
＜中略＞ 

＜投資損失引当金＞ 

当社は、投資先企業の経営成績及び財務状況を個別に精査し、さらに投資実行の主体である各投資事業

組合の解散時期を勘案した上で、それぞれの営業投資有価証券を四半期ごとに評価し、投資損失引当金を

計上しております。なお、昨年の急激な外部環境の変化が、投資先企業に及ぼす影響も極力タイムリーに

反映した評価を行っております。 

 当連結会計年度においては、投資損失引当金繰入額は926百万円（前連結会計年度3,181百万円）、当連

結会計年度末における投資損失引当金残高は7,205百万円（前連結会計年度末6,279百万円）となりまし

た。なお、投資損失引当金の戻入額と繰入額は相殺し、純額表示しております。 

 また、当連結会計年度末における営業投資有価証券に対する投資損失引当金の割合は、50.2％（前連結

会計年度末37.8％）となりました。 

（訂正箇所６：７～８頁）

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 12.0 8.5 5.7 3.6

時価ベースの自己資本比率（％） 16.5 5.3 2.2 5.0

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（倍） ― ― ― ―
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【訂正前】 

＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

総資産額については、当連結会計年度末は、11,011百万円（前連結会計年度末15,270百万円）となりま

した。その内訳は流動資産10,937百万円（前連結会計年度末15,114百万円）、固定資産73百万円（前連結

会計年度末156百万円）です。 

 負債額については、社債の発行55百万円がありましたが、借入金の返済169百万円を行ったこと、社債

の償還36百万円を行ったこと及びさかいベンチャー育成投資事業有限責任組合によるキャピタルコールに

伴い、既に少数株主から払込済みであった215百万円を預り金から出資金に振り替えたこと等により、当

連結会計年度末は、1,570百万円（前連結会計年度末1,964百万円）となりました。なお、当社は、主要取

引銀行２行に対する債務（当連結計計年度末1,196百万円）の返済期日が向こう１年にさしかかる事前の

平成22年２月24日付で、満期日をさらに１年延長する変更契約（満期日：平成24年１月31日）をしており

ます。 

 また、純資産額については、平成21年12月25日付で第三者割当による新株式の発行を行い、98百万円の

払い込みを受けて増加いたしました。さらに、平成22年３月31日付で第三者割当による新株式及び新株予

約権の発行を行い、32百万円の払い込みを受けて増加いたしましたが、当期純損失599百万円の計上及び

少数株主持分が3,401百万円減少したこと等に伴い、当連結会計年度末は9,440百万円（前連結会計年度末

13,306百万円）となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の5.7％から3.7％となりまし

た。 
  

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

＜中略＞ 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   
＜中略＞ 

＜投資損失引当金＞ 

当社は、投資先企業の経営成績及び財務状況を個別に精査し、さらに投資実行の主体である各投資事業

組合の解散時期を勘案した上で、それぞれの営業投資有価証券を四半期ごとに評価し、投資損失引当金を

計上しております。なお、昨年の急激な外部環境の変化が、投資先企業に及ぼす影響も極力タイムリーに

反映した評価を行っております。 

 当連結会計年度においては、投資損失引当金繰入額は780百万円（前連結会計年度3,181百万円）、当連

結会計年度末における投資損失引当金残高は7,059百万円（前連結会計年度末6,279百万円）となりまし

た。なお、投資損失引当金の戻入額と繰入額は相殺し、純額表示しております。 

 また、当連結会計年度末における営業投資有価証券に対する投資損失引当金の割合は、49.5％（前連結

会計年度末37.8％）となりました。 

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 12.0 8.5 5.7 3.7

時価ベースの自己資本比率（％） 16.5 5.3 2.2 5.0

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（倍） ― ― ― ―
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4.【連結財務諸表】 

【訂正前】 

（訂正箇所７：17～18頁）

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,773,257 3,690,896

営業投資有価証券 ※1 16,591,393 ※1 14,354,854

投資損失引当金 △6,279,754 △7,205,942

その他 29,212 31,609

貸倒引当金 △78 △54

流動資産合計 15,114,029 10,871,363

固定資産

有形固定資産

建物 22,752 16,092

減価償却累計額 △7,579 △6,133

建物（純額） 15,172 9,959

工具、器具及び備品 19,691 18,990

減価償却累計額 △13,302 △14,345

工具、器具及び備品（純額） 6,389 4,645

車両運搬具 1,062 1,062

減価償却累計額 △1,009 △1,019

車両運搬具（純額） 53 42

有形固定資産合計 21,615 14,647

無形固定資産

ソフトウエア 33,923 21,395

電話加入権 826 826

無形固定資産合計 34,750 22,222

投資その他の資産

投資有価証券 6,375 6,385

従業員に対する長期貸付金 3,275 －

その他 ※1 90,347 30,333

投資その他の資産合計 99,998 36,719

固定資産合計 156,364 73,589

資産合計 15,270,393 10,944,953
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1 96,220 ※1 110,500

1年内償還予定の社債 － 19,000

預り金 424,759 214,566

繰延税金負債 10,346 5,031

賞与引当金 18,993 5,015

その他 60,601 59,941

流動負債合計 660,920 414,054

固定負債

長期借入金 ※1 1,247,250 1,113,575

リース債務 26,323 11,859

退職給付引当金 29,552 30,852

固定負債合計 1,303,126 1,156,287

負債合計 1,964,046 1,570,341

純資産の部

株主資本

資本金 1,911,936 1,977,066

資本剰余金 626,386 691,516

利益剰余金 △1,661,873 △2,274,058

自己株式 △2,172 △2,172

株主資本合計 874,276 392,352

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 251 △1,261

評価・換算差額等合計 251 △1,261

新株予約権 － 6,531

少数株主持分 12,431,820 8,976,988

純資産合計 13,306,347 9,374,611

負債純資産合計 15,270,393 10,944,953
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【訂正後】 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,773,257 3,690,896

営業投資有価証券 ※1 16,591,393 ※1 14,274,854

投資損失引当金 △6,279,754 △7,059,812

その他 29,212 31,609

貸倒引当金 △78 △54

流動資産合計 15,114,029 10,937,493

固定資産

有形固定資産

建物 22,752 16,092

減価償却累計額 △7,579 △6,133

建物（純額） 15,172 9,959

工具、器具及び備品 19,691 18,990

減価償却累計額 △13,302 △14,345

工具、器具及び備品（純額） 6,389 4,645

車両運搬具 1,062 1,062

減価償却累計額 △1,009 △1,019

車両運搬具（純額） 53 42

有形固定資産合計 21,615 14,647

無形固定資産

ソフトウエア 33,923 21,395

電話加入権 826 826

無形固定資産合計 34,750 22,222

投資その他の資産

投資有価証券 6,375 6,385

従業員に対する長期貸付金 3,275 －

その他 ※1 90,347 30,333

投資その他の資産合計 99,998 36,719

固定資産合計 156,364 73,589

資産合計 15,270,393 11,011,083
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1 96,220 ※1 110,500

1年内償還予定の社債 － 19,000

預り金 424,759 214,566

繰延税金負債 10,346 5,031

賞与引当金 18,993 5,015

その他 60,601 59,941

流動負債合計 660,920 414,054

固定負債

長期借入金 ※1 1,247,250 1,113,575

リース債務 26,323 11,859

退職給付引当金 29,552 30,852

固定負債合計 1,303,126 1,156,287

負債合計 1,964,046 1,570,341

純資産の部

株主資本

資本金 1,911,936 1,977,066

資本剰余金 626,386 691,516

利益剰余金 △1,661,873 △2,260,827

自己株式 △2,172 △2,172

株主資本合計 874,276 405,582

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 251 △1,261

評価・換算差額等合計 251 △1,261

新株予約権 － 6,531

少数株主持分 12,431,820 9,029,888

純資産合計 13,306,347 9,440,741

負債純資産合計 15,270,393 11,011,083
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  (2)【連結損益計算書】 

【訂正前】 

（訂正箇所８：19頁）

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

営業投資有価証券売上高 344,602 285,229

コンサルティング収入 69,869 69,779

その他の売上高 5,659 7,645

売上高合計 420,131 362,654

売上原価

営業投資有価証券売上原価 1,484,842 2,915,359

投資損失引当金繰入額 3,181,157 926,188

その他の原価 403,650 326,025

売上原価合計 5,069,650 4,167,572

売上総損失（△） △4,649,519 △3,804,918

販売費及び一般管理費 ※1 292,932 ※1 238,448

営業損失（△） △4,942,451 △4,043,366

営業外収益

受取利息及び配当金 10,392 3,830

講演料収入 2,607 2,337

受取システムライセンス料 － 3,000

その他 1,203 3,469

営業外収益合計 14,203 12,637

営業外費用

支払利息 46,964 44,572

保険解約損 － 13,714

その他 8,753 10,865

営業外費用合計 55,717 69,151

経常損失（△） △4,983,965 △4,099,880

特別利益

貸倒引当金戻入額 41 24

特別利益合計 41 24

特別損失

事務所移転費用 14,366 4,470

本社改装費用 5,379 5,665

特別損失合計 19,745 10,135

税金等調整前当期純損失（△） △5,003,670 △4,109,991

法人税、住民税及び事業税 12,796 12,265

法人税等調整額 13 △12

法人税等合計 12,810 12,252

少数株主損失（△） △4,117,288 △3,509,553

当期純損失（△） △899,192 △612,691
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【訂正後】 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

営業投資有価証券売上高 344,602 285,229

コンサルティング収入 69,869 69,779

その他の売上高 5,659 7,645

売上高合計 420,131 362,654

売上原価

営業投資有価証券売上原価 1,484,842 2,995,359

投資損失引当金繰入額 3,181,157 780,058

その他の原価 403,650 326,025

売上原価合計 5,069,650 4,101,442

売上総損失（△） △4,649,519 △3,738,788

販売費及び一般管理費 ※1 292,932 ※1 238,448

営業損失（△） △4,942,451 △3,977,236

営業外収益

受取利息及び配当金 10,392 3,830

講演料収入 2,607 2,337

受取システムライセンス料 － 3,000

その他 1,203 3,469

営業外収益合計 14,203 12,637

営業外費用

支払利息 46,964 44,572

保険解約損 － 13,714

その他 8,753 10,865

営業外費用合計 55,717 69,151

経常損失（△） △4,983,965 △4,033,750

特別利益

貸倒引当金戻入額 41 24

特別利益合計 41 24

特別損失

事務所移転費用 14,366 4,470

本社改装費用 5,379 5,665

特別損失合計 19,745 10,135

税金等調整前当期純損失（△） △5,003,670 △4,043,861

法人税、住民税及び事業税 12,796 12,265

法人税等調整額 13 △12

法人税等合計 12,810 12,252

少数株主損失（△） △4,117,288 △3,456,653

当期純損失（△） △899,192 △599,460
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  (3)【連結株主資本等変動計算書】 

【訂正前】 

（訂正箇所９：20～21頁）

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,887,211 1,911,936

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 1,911,936 1,977,066

資本剰余金

前期末残高 601,661 626,386

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 626,386 691,516

利益剰余金

前期末残高 △762,727 △1,661,873

当期変動額

当期純損失（△） △899,192 △612,691

その他 46 506

当期変動額合計 △899,146 △612,184

当期末残高 △1,661,873 △2,274,058

自己株式

前期末残高 △2,172 △2,172

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △2,172 △2,172

株主資本合計

前期末残高 1,723,972 874,276

当期変動額

新株の発行 49,450 130,260

当期純損失（△） △899,192 △612,691

その他 46 506

当期変動額合計 △849,696 △481,923

当期末残高 874,276 392,352
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,644 251

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,393 △1,512

当期変動額合計 △3,393 △1,512

当期末残高 251 △1,261

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,644 251

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,393 △1,512

当期変動額合計 △3,393 △1,512

当期末残高 251 △1,261

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 6,531

当期変動額合計 － 6,531

当期末残高 － 6,531

少数株主持分

前期末残高 15,792,618 12,431,820

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,360,797 △3,454,831

当期変動額合計 △3,360,797 △3,454,831

当期末残高 12,431,820 8,976,988

純資産合計

前期末残高 17,520,235 13,306,347

当期変動額

新株の発行 49,450 130,260

当期純損失（△） △899,192 △612,691

その他 46 506

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,364,191 △3,449,811

当期変動額合計 △4,213,888 △3,931,735

当期末残高 13,306,347 9,374,611
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【訂正後】 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,887,211 1,911,936

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 1,911,936 1,977,066

資本剰余金

前期末残高 601,661 626,386

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 626,386 691,516

利益剰余金

前期末残高 △762,727 △1,661,873

当期変動額

当期純損失（△） △899,192 △599,460

その他 46 506

当期変動額合計 △899,146 △598,954

当期末残高 △1,661,873 △2,260,827

自己株式

前期末残高 △2,172 △2,172

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △2,172 △2,172

株主資本合計

前期末残高 1,723,972 874,276

当期変動額

新株の発行 49,450 130,260

当期純損失（△） △899,192 △599,460

その他 46 506

当期変動額合計 △849,696 △468,693

当期末残高 874,276 405,582
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,644 251

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,393 △1,512

当期変動額合計 △3,393 △1,512

当期末残高 251 △1,261

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,644 251

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,393 △1,512

当期変動額合計 △3,393 △1,512

当期末残高 251 △1,261

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 6,531

当期変動額合計 － 6,531

当期末残高 － 6,531

少数株主持分

前期末残高 15,792,618 12,431,820

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,360,797 △3,401,931

当期変動額合計 △3,360,797 △3,401,931

当期末残高 12,431,820 9,029,888

純資産合計

前期末残高 17,520,235 13,306,347

当期変動額

新株の発行 49,450 130,260

当期純損失（△） △899,192 △599,460

その他 46 506

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,364,191 △3,396,912

当期変動額合計 △4,213,888 △3,865,605

当期末残高 13,306,347 9,440,741
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  (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

【訂正前】 

（訂正箇所10：22～23頁）

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31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（△） △5,003,670 △4,109,991

減価償却費 19,210 17,515

株式報酬費用 － 5,665

保険解約損益（△は益） － 13,714

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,169,157 926,188

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,860 △13,977

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,791 1,299

受取利息及び受取配当金 △40,763 △15,472

資金原価及び支払利息 47,833 44,852

有形固定資産除却損 4,997 5,429

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 594,647 2,236,538

未収入金の増減額（△は増加） △1,628 △6,727

未払金の増減額（△は減少） △726 7,894

前受金の増減額（△は減少） 315 △4,990

未払消費税等の増減額（△は減少） △214 △1,371

預り金の増減額（△は減少） △200,076 △210,192

その他 60,700 190,190

小計 △1,362,908 △913,459

利息及び配当金の受取額 40,230 16,453

利息の支払額 △47,289 △45,533

法人税等の支払額 △12,166 △11,746

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,382,133 △954,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,604 △3,491

敷金及び保証金の回収による収入 53,099 17,344

敷金及び保証金の差入による支出 △14,299 △3,222

貸付金の回収による収入 500 3,775

保険積立金の解約による収入 － 21,142

定期預金の払戻による収入 1,150,000 －

定期預金の預入による支出 △1,150,000 －

その他 14 869

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,709 36,418

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） △1,515,000 △50,000

長期借入れによる収入 1,238,000 －

長期借入金の返済による支出 △233,460 △119,395

株式の発行による収入 49,450 130,260

株式の発行による支出 △782 △6,058

社債の発行による収入 － 55,000

社債の償還による支出 － △36,000

少数株主に対する分配金による支出 △246,270 △315,655

少数株主からの払込みによる収入 941,150 190,000

その他 △14,276 △12,645

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,810 △164,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,130,613 △1,082,360

現金及び現金同等物の期首残高 5,903,871 4,773,257

現金及び現金同等物の期末残高 ※1, ※2 4,773,257 ※1, ※2 3,690,896
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【訂正後】 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31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（△） △5,003,670 △4,043,861

減価償却費 19,210 17,515

株式報酬費用 － 5,665

保険解約損益（△は益） － 13,714

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,169,157 780,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,860 △13,977

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,791 1,299

受取利息及び受取配当金 △40,763 △15,472

資金原価及び支払利息 47,833 44,852

有形固定資産除却損 4,997 5,429

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 594,647 2,316,538

未収入金の増減額（△は増加） △1,628 △6,727

未払金の増減額（△は減少） △726 7,894

前受金の増減額（△は減少） 315 △4,990

未払消費税等の増減額（△は減少） △214 △1,371

預り金の増減額（△は減少） △200,076 △210,192

その他 60,700 190,190

小計 △1,362,908 △913,459

利息及び配当金の受取額 40,230 16,453

利息の支払額 △47,289 △45,533

法人税等の支払額 △12,166 △11,746

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,382,133 △954,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,604 △3,491

敷金及び保証金の回収による収入 53,099 17,344

敷金及び保証金の差入による支出 △14,299 △3,222

貸付金の回収による収入 500 3,775

保険積立金の解約による収入 － 21,142

定期預金の払戻による収入 1,150,000 －

定期預金の預入による支出 △1,150,000 －

その他 14 869

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,709 36,418

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） △1,515,000 △50,000

長期借入れによる収入 1,238,000 －

長期借入金の返済による支出 △233,460 △119,395

株式の発行による収入 49,450 130,260

株式の発行による支出 △782 △6,058

社債の発行による収入 － 55,000

社債の償還による支出 － △36,000

少数株主に対する分配金による支出 △246,270 △315,655

少数株主からの払込みによる収入 941,150 190,000

その他 △14,276 △12,645

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,810 △164,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,130,613 △1,082,360

現金及び現金同等物の期首残高 5,903,871 4,773,257

現金及び現金同等物の期末残高 ※1, ※2 4,773,257 ※1, ※2 3,690,896
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 (8)【連結財務諸表に関する注記事項】 

【訂正前】 

   
【訂正後】 

（訂正箇所11：33頁）

(税効果会計関係)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 営業投資有価証券評価損 60,000千円

 投資損失引当金 396,762千円

 賞与引当金 7,707千円

 退職給付引当金 11,992千円

 繰越欠損金 370,507千円

 その他 1,365千円

繰延税金資産小計 848,333千円

評価性引当額 △848,333千円

繰延税金資産の合計 ― 千円

繰延税金負債

 有価証券評価差額金 10,346千円

繰延税金負債の合計 10,346千円

繰延税金負債の純額 10,346千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  税金等調整前当期純損失であるため、記載しており

ません。

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 営業投資有価証券評価損 89,593千円

 投資損失引当金 442,208千円

 賞与引当金 2,035千円

 退職給付引当金 12,520千円

 繰越欠損金 556,655千円

 その他 506千円

繰延税金資産小計 1,103,517千円

評価性引当額 △1,103,517千円

繰延税金資産の合計 ― 千円

繰延税金負債

 有価証券評価差額金 5,031千円

繰延税金負債の合計 5,031千円

繰延税金負債の純額 5,031千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  税金等調整前当期純損失であるため、記載しており

ません。

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 営業投資有価証券評価損 60,000千円

 投資損失引当金 396,762千円

 賞与引当金 7,707千円

 退職給付引当金 11,992千円

 繰越欠損金 370,507千円

 その他 1,365千円

繰延税金資産小計 848,333千円

評価性引当額 △848,333千円

繰延税金資産の合計 ― 千円

繰延税金負債

 有価証券評価差額金 10,346千円

繰延税金負債の合計 10,346千円

繰延税金負債の純額 10,346千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  税金等調整前当期純損失であるため、記載しており

ません。

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 営業投資有価証券評価損 92,440千円

 投資損失引当金 433,991千円

 賞与引当金 2,035千円

 退職給付引当金 12,520千円

 繰越欠損金 604,470千円

 その他 506千円

繰延税金資産小計 1,145,962千円

評価性引当額 △1,145,962千円

繰延税金資産の合計 ― 千円

繰延税金負債

 有価証券評価差額金 5,031千円

繰延税金負債の合計 5,031千円

繰延税金負債の純額 5,031千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  税金等調整前当期純損失であるため、記載しており

ません。
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   (金融商品関係) 

【訂正前】 

＜前略＞ 
  

 
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2) 営業投

資有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。 

  
＜後略＞ 

  

【訂正後】 

＜前略＞ 
  

 
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2) 営業投

資有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。 

  

＜後略＞ 
  

（訂正箇所12：34～36頁）

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 13,773,376

 非上場債券 529,464

合計 14,302,840

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 13,693,376

 非上場債券 529,464

合計 14,222,840
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   (１株当たり情報) 

【訂正前】 

 
(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

（訂正箇所13：46頁）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 25,352円29銭 １株当たり純資産額 8,565円85銭

１株当たり当期純損失（△） △26,813円66銭 １株当たり当期純損失（△） △16,671円33銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきまし

ては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきまし

ては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（△）
(千円)

△899,192 △612,691

普通株式に係る当期純損失（△） 
(千円)

△899,192 △612,691

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 33,534 36,751

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 2,150 11,162

(うち新株予約権(株)) （―） （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要

①第１回新株予約権 123株
②第２回新株予約権 140株
③第３回新株予約権 394株
④第４回新株予約権 406株

①第５回新株予約権 1,890株
②第６回新株予約権 1,200株
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【訂正後】 

 
(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 25,352円29銭 １株当たり純資産額 8,855円63銭

１株当たり当期純損失（△） △26,813円66銭 １株当たり当期純損失（△） △16,311円33銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきまし

ては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきまし

ては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（△）
(千円)

△899,192 △599,460

普通株式に係る当期純損失（△） 
(千円)

△899,192 △599,460

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 33,534 36,751

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 2,150 11,162

(うち新株予約権(株)) （―） （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要

①第１回新株予約権 123株
②第２回新株予約権 140株
③第３回新株予約権 394株
④第４回新株予約権 406株

①第５回新株予約権 1,890株
②第６回新株予約権 1,200株
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5.【個別財務諸表】 

【訂正前】 

（訂正箇所14：48～49頁）

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※3 632,784 ※3 557,052

営業投資有価証券 ※1, ※3 2,700,423 ※1, ※3 2,289,917

投資損失引当金 ※3 △977,681 ※3 △1,089,666

前払費用 33,310 26,963

未収入金 14,046 17,933

預け金 ※2 3,565 ※2 3,565

その他 3,159 1,404

貸倒引当金 △139 △61

流動資産合計 2,409,469 1,807,108

固定資産

有形固定資産

建物 22,752 16,092

減価償却累計額 △7,579 △6,133

建物（純額） 15,172 9,959

工具、器具及び備品 19,691 18,990

減価償却累計額 △13,302 △14,345

工具、器具及び備品（純額） 6,389 4,645

車両運搬具 1,062 1,062

減価償却累計額 △1,009 △1,019

車両運搬具（純額） 53 42

有形固定資産合計 21,615 14,647

無形固定資産

ソフトウエア 33,923 21,395

電話加入権 826 826

無形固定資産合計 34,750 22,222

投資その他の資産

投資有価証券 6,375 6,385

関係会社株式 － 3,000

出資金 8,741 7,373

従業員に対する長期貸付金 3,275 －

営業保証金 5,000 5,000

敷金及び保証金 41,749 17,959

保険積立金 ※1 34,856 －

投資その他の資産合計 99,998 39,719

固定資産合計 156,364 76,589

資産合計 2,565,833 1,883,698
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1 96,220 ※1 110,500

1年内償還予定の社債 － 19,000

リース債務 14,018 14,463

未払金 11,177 17,734

未払費用 5,939 2,086

未払法人税等 15,339 15,385

未払消費税等 4,581 3,210

前受金 ※2 162,736 ※2 139,092

預り金 10,138 8,428

繰延税金負債 1,675 495

賞与引当金 18,993 5,015

流動負債合計 390,818 335,411

固定負債

長期借入金 ※1 1,247,250 1,113,575

リース債務 26,323 11,859

退職給付引当金 29,552 30,852

固定負債合計 1,303,126 1,156,287

負債合計 1,693,944 1,491,698

純資産の部

株主資本

資本金 1,911,936 1,977,066

資本剰余金

資本準備金 626,386 691,516

資本剰余金合計 626,386 691,516

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,664,514 △2,279,668

利益剰余金合計 △1,664,514 △2,279,668

自己株式 △2,172 △2,172

株主資本合計 871,635 386,741

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 253 △1,274

評価・換算差額等合計 253 △1,274

新株予約権 － 6,531

純資産合計 871,889 391,999

負債純資産合計 2,565,833 1,883,698

27



【訂正後】 

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※3 632,784 ※3 557,052

営業投資有価証券 ※1, ※3 2,700,423 ※1, ※3 2,282,899

投資損失引当金 ※3 △977,681 ※3 △1,069,417

前払費用 33,310 26,963

未収入金 14,046 17,933

預け金 ※2 3,565 ※2 3,565

その他 3,159 1,404

貸倒引当金 △139 △61

流動資産合計 2,409,469 1,820,340

固定資産

有形固定資産

建物 22,752 16,092

減価償却累計額 △7,579 △6,133

建物（純額） 15,172 9,959

工具、器具及び備品 19,691 18,990

減価償却累計額 △13,302 △14,345

工具、器具及び備品（純額） 6,389 4,645

車両運搬具 1,062 1,062

減価償却累計額 △1,009 △1,019

車両運搬具（純額） 53 42

有形固定資産合計 21,615 14,647

無形固定資産

ソフトウエア 33,923 21,395

電話加入権 826 826

無形固定資産合計 34,750 22,222

投資その他の資産

投資有価証券 6,375 6,385

関係会社株式 － 3,000

出資金 8,741 7,373

従業員に対する長期貸付金 3,275 －

営業保証金 5,000 5,000

敷金及び保証金 41,749 17,959

保険積立金 ※1 34,856 －

投資その他の資産合計 99,998 39,719

固定資産合計 156,364 76,589

資産合計 2,565,833 1,896,929
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1 96,220 ※1 110,500

1年内償還予定の社債 － 19,000

リース債務 14,018 14,463

未払金 11,177 17,734

未払費用 5,939 2,086

未払法人税等 15,339 15,385

未払消費税等 4,581 3,210

前受金 ※2 162,736 ※2 139,092

預り金 10,138 8,428

繰延税金負債 1,675 495

賞与引当金 18,993 5,015

流動負債合計 390,818 335,411

固定負債

長期借入金 ※1 1,247,250 1,113,575

リース債務 26,323 11,859

退職給付引当金 29,552 30,852

固定負債合計 1,303,126 1,156,287

負債合計 1,693,944 1,491,698

純資産の部

株主資本

資本金 1,911,936 1,977,066

資本剰余金

資本準備金 626,386 691,516

資本剰余金合計 626,386 691,516

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,664,514 △2,266,437

利益剰余金合計 △1,664,514 △2,266,437

自己株式 △2,172 △2,172

株主資本合計 871,635 399,973

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 253 △1,274

評価・換算差額等合計 253 △1,274

新株予約権 － 6,531

純資産合計 871,889 405,231

負債純資産合計 2,565,833 1,896,929
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  (2)【損益計算書】 

【訂正前】 

（訂正箇所15：50～51頁）

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

投資事業組合管理収入 ※1 622,846 ※1 554,464

コンサルティング収入 69,869 47,636

営業投資有価証券売上高 56,026 41,801

その他の売上高 7,014 8,585

売上高合計 755,757 652,487

売上原価

営業投資有価証券売上原価 241,118 423,950

投資損失引当金繰入額 449,135 111,855

資金原価 868 280

その他の売上原価

人件費 276,896 209,093

経費

交通費 30,390 20,676

調査費 7,174 4,801

賃借料 44,697 27,631

その他 167,436 170,021

売上原価合計 1,217,718 968,310

売上総損失（△） △461,961 △315,823

販売費及び一般管理費

支払手数料 15,378 13,701

役員報酬 52,430 50,510

給料及び手当 61,299 50,358

賞与引当金繰入額 7,746 4,188

退職給付費用 2,329 2,083

法定福利費 11,658 9,128

福利厚生費 3,453 2,352

減価償却費 6,994 6,346

賃借料 34,619 19,847

消耗品費 2,055 2,724

その他 79,013 58,627

販売費及び一般管理費合計 276,979 219,869

営業損失（△） △738,940 △535,692

営業外収益

受取利息 765 124

講演料収入 2,607 2,337

受取配当金 85 135

受取システムライセンス料 － 3,000

雑収入 1,203 3,824

営業外収益合計 4,661 9,421
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業外費用

株式交付費 782 6,058

支払利息 46,964 44,572

保険解約損 － 13,714

雑損失 7,970 4,141

営業外費用合計 55,717 68,486

経常損失（△） △789,996 △594,757

特別利益

貸倒引当金戻入額 8 77

特別利益合計 8 77

特別損失

事務所移転費用 14,366 4,470

本社改装費用 5,379 5,665

特別損失合計 19,745 10,135

税引前当期純損失（△） △809,734 △604,816

法人税、住民税及び事業税 11,746 10,338

当期純損失（△） △821,480 △615,154
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【訂正後】 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

投資事業組合管理収入 ※1 622,846 ※1 554,464

コンサルティング収入 69,869 47,636

営業投資有価証券売上高 56,026 41,801

その他の売上高 7,014 8,585

売上高合計 755,757 652,487

売上原価

営業投資有価証券売上原価 241,118 430,968

投資損失引当金繰入額 449,135 91,606

資金原価 868 280

その他の売上原価

人件費 276,896 209,093

経費

交通費 30,390 20,676

調査費 7,174 4,801

賃借料 44,697 27,631

その他 167,436 170,021

売上原価合計 1,217,718 955,078

売上総損失（△） △461,961 △302,591

販売費及び一般管理費

支払手数料 15,378 13,701

役員報酬 52,430 50,510

給料及び手当 61,299 50,358

賞与引当金繰入額 7,746 4,188

退職給付費用 2,329 2,083

法定福利費 11,658 9,128

福利厚生費 3,453 2,352

減価償却費 6,994 6,346

賃借料 34,619 19,847

消耗品費 2,055 2,724

その他 79,013 58,627

販売費及び一般管理費合計 276,979 219,869

営業損失（△） △738,940 △522,461

営業外収益

受取利息 765 124

講演料収入 2,607 2,337

受取配当金 85 135

受取システムライセンス料 － 3,000

雑収入 1,203 3,824

営業外収益合計 4,661 9,421
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業外費用

株式交付費 782 6,058

支払利息 46,964 44,572

保険解約損 － 13,714

雑損失 7,970 4,141

営業外費用合計 55,717 68,486

経常損失（△） △789,996 △581,526

特別利益

貸倒引当金戻入額 8 77

特別利益合計 8 77

特別損失

事務所移転費用 14,366 4,470

本社改装費用 5,379 5,665

特別損失合計 19,745 10,135

税引前当期純損失（△） △809,734 △591,584

法人税、住民税及び事業税 11,746 10,338

当期純損失（△） △821,480 △601,922
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  (3)【株主資本等変動計算書】 

【訂正前】 

（訂正箇所16：52～53頁）

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,887,211 1,911,936

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 1,911,936 1,977,066

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 601,661 626,386

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 626,386 691,516

資本剰余金合計

前期末残高 601,661 626,386

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 626,386 691,516

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △843,033 △1,664,514

当期変動額

当期純損失（△） △821,480 △615,154

当期変動額合計 △821,480 △615,154

当期末残高 △1,664,514 △2,279,668

利益剰余金合計

前期末残高 △843,033 △1,664,514

当期変動額

当期純損失（△） △821,480 △615,154

当期変動額合計 △821,480 △615,154

当期末残高 △1,664,514 △2,279,668

自己株式

前期末残高 △2,172 △2,172

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △2,172 △2,172
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 1,643,666 871,635

当期変動額

新株の発行 49,450 130,260

当期純損失（△） △821,480 △615,154

当期変動額合計 △772,030 △484,893

当期末残高 871,635 386,741

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,645 253

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,391 △1,527

当期変動額合計 △3,391 △1,527

当期末残高 253 △1,274

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,645 253

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,391 △1,527

当期変動額合計 △3,391 △1,527

当期末残高 253 △1,274

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 6,531

当期変動額合計 － 6,531

当期末残高 － 6,531

純資産合計

前期末残高 1,647,311 871,889

当期変動額

新株の発行 49,450 130,260

当期純損失（△） △821,480 △615,154

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,391 5,003

当期変動額合計 △775,422 △479,889

当期末残高 871,889 391,999

35



【訂正後】 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,887,211 1,911,936

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 1,911,936 1,977,066

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 601,661 626,386

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 626,386 691,516

資本剰余金合計

前期末残高 601,661 626,386

当期変動額

新株の発行 24,725 65,130

当期変動額合計 24,725 65,130

当期末残高 626,386 691,516

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △843,033 △1,664,514

当期変動額

当期純損失（△） △821,480 △601,922

当期変動額合計 △821,480 △601,922

当期末残高 △1,664,514 △2,266,437

利益剰余金合計

前期末残高 △843,033 △1,664,514

当期変動額

当期純損失（△） △821,480 △601,922

当期変動額合計 △821,480 △601,922

当期末残高 △1,664,514 △2,266,437

自己株式

前期末残高 △2,172 △2,172

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △2,172 △2,172

36



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 1,643,666 871,635

当期変動額

新株の発行 49,450 130,260

当期純損失（△） △821,480 △601,922

当期変動額合計 △772,030 △471,661

当期末残高 871,635 399,973

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,645 253

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,391 △1,527

当期変動額合計 △3,391 △1,527

当期末残高 253 △1,274

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,645 253

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,391 △1,527

当期変動額合計 △3,391 △1,527

当期末残高 253 △1,274

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 6,531

当期変動額合計 － 6,531

当期末残高 － 6,531

純資産合計

前期末残高 1,647,311 871,889

当期変動額

新株の発行 49,450 130,260

当期純損失（△） △821,480 △601,922

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,391 5,003

当期変動額合計 △775,422 △466,657

当期末残高 871,889 405,231
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 (7)【個別財務諸表に関する注記事項】 

【訂正前】 

 
  

（訂正箇所17：60頁）

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日現在)

当事業年度 
(平成22年３月31日現在)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

 担保資産

  営業投資有価証券 165,900千円

  保険積立金 34,856千円

 担保付債務

  長期借入金 1,247,250千円

  １年内返済予定の長期借入金 18,750千円

  短期借入金 50,000千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

 担保資産

  営業投資有価証券 28,000千円

 担保付債務

  １年内返済予定の長期借入金 28,000千円

 

  

 

 

※２ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ  

ります。

 預け金 
 前受金

3,554千円

154,546千円

 

※３ 「重要な会計方針 ６ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 (2)投資事業組合への出

資金に係る会計処理」に記載しておりますよう

に、当社の貸借対照表に計上されている金額は、

投資事業組合の貸借対照表に計上されている金額

のうち当社の出資持分に相当する金額を取り込ん

で計上しております。貸借対照表に記載されてお

ります主な科目のうち、投資事業組合で発生して

いる額は次のとおりであります。

     現金及び預金 449,362千円

   （注）当社単体で保有している現金及び預金は、

183,421千円であります。

     営業投資有価証券 2,526,623千円

        投資損失引当金 977,681千円

 

 

※２ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ  

ります。

預け金
 前受金

3,554千円

136,575千円

※３ 「重要な会計方針 ６ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 (2)投資事業組合への出

資金に係る会計処理」に記載しておりますよう

に、当社の貸借対照表に計上されている金額は、

投資事業組合の貸借対照表に計上されている金額

のうち当社の出資持分に相当する金額を取り込ん

で計上しております。貸借対照表に記載されてお

ります主な科目のうち、投資事業組合で発生して

いる額は次のとおりであります。

     現金及び預金 289,428千円

   （注）当社単体で保有している現金及び預金は、

267,623千円であります。

     営業投資有価証券 2,116,117千円

        投資損失引当金 1,083,245千円
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【訂正後】 

前事業年度 
(平成21年３月31日現在)

当事業年度 
(平成22年３月31日現在)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

 担保資産

  営業投資有価証券 165,900千円

  保険積立金 34,856千円

 担保付債務

  長期借入金 1,247,250千円

  １年内返済予定の長期借入金 18,750千円

  短期借入金 50,000千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

 担保資産

  営業投資有価証券 28,000千円

 担保付債務

  １年内返済予定の長期借入金 28,000千円

 

  

 

 

※２ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ  

ります。

 預け金 
 前受金

3,554千円

154,546千円

 

※３ 「重要な会計方針 ６ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 (2)投資事業組合への出

資金に係る会計処理」に記載しておりますよう

に、当社の貸借対照表に計上されている金額は、

投資事業組合の貸借対照表に計上されている金額

のうち当社の出資持分に相当する金額を取り込ん

で計上しております。貸借対照表に記載されてお

ります主な科目のうち、投資事業組合で発生して

いる額は次のとおりであります。

     現金及び預金 449,362千円

   （注）当社単体で保有している現金及び預金は、

183,421千円であります。

     営業投資有価証券 2,526,623千円

        投資損失引当金 977,681千円

 

 

※２ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ  

ります。

預け金
 前受金

3,554千円

136,575千円

※３ 「重要な会計方針 ６ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 (2)投資事業組合への出

資金に係る会計処理」に記載しておりますよう

に、当社の貸借対照表に計上されている金額は、

投資事業組合の貸借対照表に計上されている金額

のうち当社の出資持分に相当する金額を取り込ん

で計上しております。貸借対照表に記載されてお

ります主な科目のうち、投資事業組合で発生して

いる額は次のとおりであります。

     現金及び預金 289,428千円

   （注）当社単体で保有している現金及び預金は、

267,623千円であります。

     営業投資有価証券 2,109,099千円

        投資損失引当金 1,062,996千円
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   (損益計算書関係) 

【訂正前】 

 
  

（訂正箇所18：61頁）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 

次のとおりであります。

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 

次のとおりであります。

 
投資事業組合管理収入 622,846千円

 
投資事業組合管理収入 554,464千円

 

 ２ 「重要な会計方針 ５ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 (2)投資事業組合への出

資金に係る会計処理」に記載しておりますよう

に、当社の損益計算書に計上されている金額は、

投資事業組合の損益計算書に計上されている金額

のうち当社の出資持分に相当する金額を取り込ん

で計上しております。 

 当社単体で発生している損益と投資事業組合で

発生している損益により、当事業年度の営業損失

を分解いたしますと次のとおりであります。 

 

損益計算書上の科目
金額

（千円）

当社単体で
発生してい
る損益

投資事業組合管理収入 622,846

コンサルティング収入 69,869

営業投資有価証券売上高 7,049

その他の売上高 5,626

売上高合計 705,391

営業投資有価証券売上原価 1,500

資金原価 868

その他の売上原価 402,781

売上原価合計 405,150

売上総利益 300,241

販売費及び一般管理費 276,979

営業利益 23,261

投資事業組
合で発生し
ている損益

営業投資有価証券売上高 48,977

その他の売上高 1,388

売上高合計 50,365

営業投資有価証券売上原価 239,618

投資損失引当金繰入額 449,135

その他の売上原価 123,813

売上原価合計 812,567

売上総損失（△） △762,202

営業損失（△） △762,202

 

 ２ 「重要な会計方針 ５ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 (2)投資事業組合への出

資金に係る会計処理」に記載しておりますよう

に、当社の損益計算書に計上されている金額は、

投資事業組合の損益計算書に計上されている金額

のうち当社の出資持分に相当する金額を取り込ん

で計上しております。 

 当社単体で発生している損益と投資事業組合で

発生している損益により、当事業年度の営業損失

を分解いたしますと次のとおりであります。 

 

損益計算書上の科目
金額

（千円）

当社単体で
発生してい
る損益

投資事業組合管理収入 554,464

コンサルティング収入 47,636

営業投資有価証券売上高 518

その他の売上高 7,605

売上高合計 610,224

資金原価 280

投資損失引当金繰入額 6,420

その他の売上原価 312,791

売上原価合計 319,491

売上総利益 290,732

販売費及び一般管理費 219,869

営業利益 70,862

投資事業組
合で発生し
ている損益

営業投資有価証券売上高 41,283

その他の売上高 980

売上高合計 42,263

営業投資有価証券売上原価 423,950

投資損失引当金繰入額 105,434

その他の売上原価 119,433

売上原価合計 648,818

売上総損失（△） △606,555

営業損失（△） △606,555
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【訂正後】 

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 

次のとおりであります。

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 

次のとおりであります。

 
投資事業組合管理収入 622,846千円

 
投資事業組合管理収入 554,464千円

 

 ２ 「重要な会計方針 ５ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 (2)投資事業組合への出

資金に係る会計処理」に記載しておりますよう

に、当社の損益計算書に計上されている金額は、

投資事業組合の損益計算書に計上されている金額

のうち当社の出資持分に相当する金額を取り込ん

で計上しております。 

 当社単体で発生している損益と投資事業組合で

発生している損益により、当事業年度の営業損失

を分解いたしますと次のとおりであります。 

 

損益計算書上の科目
金額

（千円）

当社単体で
発生してい
る損益

投資事業組合管理収入 622,846

コンサルティング収入 69,869

営業投資有価証券売上高 7,049

その他の売上高 5,626

売上高合計 705,391

営業投資有価証券売上原価 1,500

資金原価 868

その他の売上原価 402,781

売上原価合計 405,150

売上総利益 300,241

販売費及び一般管理費 276,979

営業利益 23,261

投資事業組
合で発生し
ている損益

営業投資有価証券売上高 48,977

その他の売上高 1,388

売上高合計 50,365

営業投資有価証券売上原価 239,618

投資損失引当金繰入額 449,135

その他の売上原価 123,813

売上原価合計 812,567

売上総損失（△） △762,202

営業損失（△） △762,202

 

 ２ 「重要な会計方針 ５ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 (2)投資事業組合への出

資金に係る会計処理」に記載しておりますよう

に、当社の損益計算書に計上されている金額は、

投資事業組合の損益計算書に計上されている金額

のうち当社の出資持分に相当する金額を取り込ん

で計上しております。 

 当社単体で発生している損益と投資事業組合で

発生している損益により、当事業年度の営業損失

を分解いたしますと次のとおりであります。 

 

損益計算書上の科目
金額

（千円）

当社単体で
発生してい
る損益

投資事業組合管理収入 554,464

コンサルティング収入 47,636

営業投資有価証券売上高 518

その他の売上高 7,605

売上高合計 610,224

資金原価 280

投資損失引当金繰入額 6,420

その他の売上原価 312,791

売上原価合計 319,491

売上総利益 290,732

販売費及び一般管理費 219,869

営業利益 70,862

投資事業組
合で発生し
ている損益

営業投資有価証券売上高 41,283

その他の売上高 980

売上高合計 42,263

営業投資有価証券売上原価 430,968

投資損失引当金繰入額 85,185

その他の売上原価 119,433

売上原価合計 635,587

売上総損失（△） △593,323

営業損失（△） △593,323
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   (税効果会計関係) 

【訂正前】 

 
  

【訂正後】 

（訂正箇所19：64頁）

前事業年度 
(平成21年３月31日現在)

当事業年度 
(平成22年３月31日現在)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 営業投資有価証券評価損 60,000千円

 投資損失引当金 396,762千円

 賞与引当金 7,707千円

 退職給付引当金 11,992千円

 繰越欠損金 370,507千円

 その他 1,365千円

  小計 848,333千円

 評価性引当額 △848,333千円

 繰延税金資産の合計 ― 千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 1,675千円

繰延税金負債の合計 1,675千円

繰延税金負債の純額 1,675千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 営業投資有価証券評価損 89,593千円

 投資損失引当金 442,208千円

 賞与引当金 2,035千円

 退職給付引当金 12,520千円

 繰越欠損金 556,655千円

 その他 506千円

  小計 1,103,517千円

 評価性引当額 △1,103,517千円

 繰延税金資産の合計 ― 千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 495千円

繰延税金負債の合計 495千円

繰延税金負債の純額 495千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     税引前当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     税引前当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。

前事業年度 
(平成21年３月31日現在)

当事業年度 
(平成22年３月31日現在)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 営業投資有価証券評価損 60,000千円

 投資損失引当金 396,762千円

 賞与引当金 7,707千円

 退職給付引当金 11,992千円

 繰越欠損金 370,507千円

 その他 1,365千円

  小計 848,333千円

 評価性引当額 △848,333千円

 繰延税金資産の合計 ― 千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 1,675千円

繰延税金負債の合計 1,675千円

繰延税金負債の純額 1,675千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 営業投資有価証券評価損 92,440千円

 投資損失引当金 433,991千円

 賞与引当金 2,035千円

 退職給付引当金 12,520千円

 繰越欠損金 604,470千円

 その他 506千円

  小計 1,445,962千円

 評価性引当額 △1,445,962千円

 繰延税金資産の合計 ― 千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 495千円

繰延税金負債の合計 495千円

繰延税金負債の純額 495千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     税引前当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     税引前当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。
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   (１株当たり情報) 

【訂正前】 

 
(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

（訂正箇所20：65頁）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 25,275円82銭 １株当たり純資産額 8,442円69銭

１株当たり当期純損失（△） △24,496円32銭 １株当たり当期純損失（△） △16,738円34銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △821,480 △615,154

 普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △821,480 △615,154

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式の期中平均株式数(株) 33,534 36,751

 当期純利益調整額(千円) ― ―

 普通株式増加数(株) 2,150 11,162

 (うち新株予約権(株)) （―） （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要

①第１回新株予約権 123株
②第２回新株予約権 140株
③第３回新株予約権 394株
④第４回新株予約権 406株

①第５回新株予約権 1,890株
②第６回新株予約権 1,200株
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【訂正後】 

 
(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 25,275円82銭 １株当たり純資産額 8,732円49銭

１株当たり当期純損失（△） △24,496円32銭 １株当たり当期純損失（△） △16,378円31銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △821,480 △601,922

 普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △821,480 △601,922

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式の期中平均株式数(株) 33,534 36,751

 当期純利益調整額(千円) ― ―

 普通株式増加数(株) 2,150 11,162

 (うち新株予約権(株)) （―） （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要

①第１回新株予約権 123株
②第２回新株予約権 140株
③第３回新株予約権 394株
④第４回新株予約権 406株

①第５回新株予約権 1,890株
②第６回新株予約権 1,200株
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6. その他 

「参考情報」 

＜前略＞ 

【訂正前】 

(単位：千円) 

 
  

（訂正箇所21：67～68頁）

(2) その他

① 【準連結貸借対照表】

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日)

当準連結会計年度末に係る
要約準連結貸借対照表 
(平成22年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 632,784 561,774

  営業投資有価証券 2,700,423 2,289,917

  投資損失引当金 △ 977,681 △ 1,089,666

  その他 54,082 54,305

  貸倒引当金 △ 139 △ 86

  流動資産合計 2,409,469 1,816,243

 固定資産

  有形固定資産 21,615 14,647

  無形固定資産 34,750 22,222

  投資その他の資産 99,998 36,719

  固定資産合計 156,364 73,589

 資産合計 2,565,833 1,889,833

負債の部

 流動負債

  短期借入金 50,000 ―

  １年内返済予定の長期借入金 96,220 110,500

  １年内償還予定の社債 ― 19,000

  リース債務 14,018 14,463

  未払法人税等 15,339 16,605

  前受金 162,736 139,774

  預り金 10,138 8,445

  賞与引当金 18,993 5,015

  その他 23,372 24,849

  流動負債合計 390,818 338,654

 固定負債

  長期借入金 1,247,250 1,113,575

  リース債務 26,323 11,859

  退職給付引当金 29,552 30,852

  固定負債合計 1,303,126 1,156,287

 負債合計 1,693,944 1,494,941

46



(単位：千円)

 
  

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日)

当準連結会計年度末に係る
要約準連結貸借対照表 
(平成22年３月31日)

純資産の部

 株主資本

  資本金 1,911,936 1,977,066

  資本剰余金

   資本準備金 626,386 691,516

   資本剰余金合計 626,386 691,516

  利益剰余金

   その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △ 1,664,514 △ 2,276,777

   利益剰余金合計 △ 1,664,514 △ 2,276,777

  自己株式 △ 2,172 △ 2,172

  株主資本合計 871,635 389,633

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 253 △1,274

  評価・換算差額等合計 253 △1,274

 新株予約権 ― 6,531

 純資産合計 871,889 394,891

負債純資産合計 2,565,833 1,889,833
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【訂正後】 

(単位：千円) 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日)

当準連結会計年度末に係る
要約準連結貸借対照表 
(平成22年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 632,784 561,774

  営業投資有価証券 2,700,423 2,282,899

  投資損失引当金 △ 977,681 △ 1,069,417

  その他 54,082 54,305

  貸倒引当金 △ 139 △ 86

  流動資産合計 2,409,469 1,829,475

 固定資産

  有形固定資産 21,615 14,647

  無形固定資産 34,750 22,222

  投資その他の資産 99,998 36,719

  固定資産合計 156,364 73,589

 資産合計 2,565,833 1,903,064

負債の部

 流動負債

  短期借入金 50,000 ―

  １年内返済予定の長期借入金 96,220 110,500

  １年内償還予定の社債 ― 19,000

  リース債務 14,018 14,463

  未払法人税等 15,339 16,605

  前受金 162,736 139,774

  預り金 10,138 8,445

  賞与引当金 18,993 5,015

  その他 23,372 24,849

  流動負債合計 390,818 338,654

 固定負債

  長期借入金 1,247,250 1,113,575

  リース債務 26,323 11,859

  退職給付引当金 29,552 30,852

  固定負債合計 1,303,126 1,156,287

 負債合計 1,693,944 1,494,941
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(単位：千円)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日)

当準連結会計年度末に係る
要約準連結貸借対照表 
(平成22年３月31日)

純資産の部

 株主資本

  資本金 1,911,936 1,977,066

  資本剰余金

   資本準備金 626,386 691,516

   資本剰余金合計 626,386 691,516

  利益剰余金

   その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △ 1,664,514 △ 2,263,545

   利益剰余金合計 △ 1,664,514 △ 2,263,545

  自己株式 △ 2,172 △ 2,172

  株主資本合計 871,635 402,865

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 253 △1,274

  評価・換算差額等合計 253 △1,274

 新株予約権 ― 6,531

 純資産合計 871,889 408,123

負債純資産合計 2,565,833 1,903,064
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【訂正前】 

               (単位：千円) 

 

（訂正箇所22：68頁）

② 【準連結損益計算書】

前事業年度
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当準連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

 投資事業組合管理収入 622,846 554,464

 コンサルティング収入 69,869 69,779

 営業投資有価証券売上高 56,026 41,801

 その他の売上高 7,014 8,585

 売上高合計 755,757 674,630

売上原価

 営業投資有価証券売上原価 241,118 423,950

 投資損失引当金繰入額 449,135 111,855

 その他の売上原価 527,464 445,458

 売上原価合計 1,217,718 981,264

売上総損失（△） △ 461,961 △ 306,634

販売費及び一般管理費 276,979 223,903

営業損失（△） △ 738,940 △ 530,537

営業外収益 4,661 9,068

営業外費用 55,717 69,151

経常損失（△） △ 789,996 △ 590,620

特別利益 8 53

特別損失 19,745 10,135

税引前当期純損失（△） △ 809,734 △ 600,703

法人税、住民税及び事業税 11,746 11,558

当期純損失（△） △ 821,480 △ 612,262
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               (単位：千円) 

【訂正後】

前事業年度
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当準連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

 投資事業組合管理収入 622,846 554,464

 コンサルティング収入 69,869 69,779

 営業投資有価証券売上高 56,026 41,801

 その他の売上高 7,014 8,585

 売上高合計 755,757 674,630

売上原価

 営業投資有価証券売上原価 241,118 430,968

 投資損失引当金繰入額 449,135 91,606

 その他の売上原価 527,464 445,458

 売上原価合計 1,217,718 968,033

売上総損失（△） △ 461,961 △ 293,402

販売費及び一般管理費 276,979 223,903

営業損失（△） △ 738,940 △ 517,306

営業外収益 4,661 9,068

営業外費用 55,717 69,151

経常損失（△） △ 789,996 △ 577,389

特別利益 8 53

特別損失 19,745 10,135

税引前当期純損失（△） △ 809,734 △ 587,472

法人税、住民税及び事業税 11,746 11,558

当期純損失（△） △ 821,480 △ 599,030
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