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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年６月30日に提出いたしました第６期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告

書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

(1）提出会社の経営指標等 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 

第５ 経理の状況 

財務諸表等 

(1）財務諸表 

注記事項 

（１株当たり情報） 

（重要な後発事象） 

 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は    罫で表示しております。 

 



 

－  － 

 

(2) ／ 2005/10/24 18:38 (2005/10/24 18:38) ／ 541091_02_020_2k_05277481／提出理由／os2カブドットコム証券／訂正有報.doc 

2

第一部【企業情報】 
 

第１【企業の概況】 
 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）提出会社の経営指標等 

（訂正前） 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月

営業収益 (百万円) 538 1,707 2,944 6,569 11,725 

純営業収益 (百万円) － 1,694 2,406 5,652 10,572 

経常利益又は経常損失
（△） 

(百万円) △2,059 △725 185 2,578 5,891 

当期純利益又は当期純損失
（△） 

(百万円) △2,081 △1,756 125 3,037 4,014 

持分法を適用した場合の投
資利益 

(百万円) － － － － － 

資本金 (百万円) 2,542 2,542 2,542 2,542 7,132 

発行済株式総数 (株) 45,574 93,589 93,589 93,589 316,767 

純資産額 (百万円) 2,358 2,739 2,864 5,902 22,264 

総資産額 (百万円) 2,677 16,965 43,686 125,684 202,771 

１株当たり純資産額 (円) 51,747.58 29,273.57 30,609.52 63,068.53 70,287.30 

１株当たり配当額 
（うち１株当たり中間配当
額） 

(円) 
－ 

（－）
－ 

（－）
－ 

（－）
－ 

（－）
－ 

（－）

１株当たり当期純利益金額
又は１株当たり当期純損失
金額（△） 

(円) △53,610.25 △18,772.16 1,336.57 32,459.00 14,217.87 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

(円) － － － － 13,989.56 

自己資本比率 (％) 88.1 16.2 6.6 4.7 11.0 

自己資本利益率 (％) － － 4.5 69.3 28.5 

自己資本規制比率 (％) 210.4 312.7 273.6 277.8 642.4 

株価収益率 (倍) － － － － 42.55 

配当性向 (％) － － － － － 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

(百万円) － － 3,333 1,711 7,348 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

(百万円) － － △254 △191 △503 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

(百万円) － － △0 － 11,182 

現金及び現金同等物の期末
残高 

(百万円) － － 3,304 4,824 22,851 

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数）

(人) 
39 

（14）
51 
（7）

43 
（5）

45 
（3）

50 
（11）



 

－  － 

 

(3) ／ 2005/10/24 18:38 (2005/10/24 18:38) ／ 541091_02_020_2k_05277481／提出理由／os2カブドットコム証券／訂正有報.doc 

3

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

２．平成13年４月２日付で日本オンライン証券株式会社と合併致しました。 

３．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

５．第４期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企

業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第４期は新株引受権、第５期は新株予約権の残

高がありますが、当社株式が非上場かつ非登録であり期中平均株価が把握できないため記載しておりま

せん。 

７．第２期及び第３期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

８．自己資本規制比率は「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」の定めにより、決算数値をもとに算

出したものであります。 

９．第２期から第５期までの株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありますので記載してお

りません。 

10．第４期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しております。 

11．第４期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、中央青山監査法人の監査

を受けておりますが第２期及び第３期につきましては当該監査を受けておりません。 

12．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

13．第３期に発行済株式総数が増加しているのは、日本オンライン証券株式会社との合併により、被合併会

社である日本オンライン証券株式会社の株主に対して割り当てた新株式の増加によるものであります。 

14．第３期中に「証券業経理の統一について」（昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議）が改正さ

れたことに伴い、財務諸表の様式が改訂されたため、第３期より純営業収益を計上しております。 

15．当社は平成16年９月28日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

16．当社は平成17年３月16日付で36,000株の公募増資を行っております。 
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（訂正後） 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月

営業収益 (百万円) 538 1,707 2,944 6,569 11,725 

純営業収益 (百万円) － 1,694 2,406 5,652 10,572 

経常利益又は経常損失
（△） 

(百万円) △2,059 △725 185 2,578 5,891 

当期純利益又は当期純損失
（△） 

(百万円) △2,081 △1,756 125 3,037 4,014 

持分法を適用した場合の投
資利益 

(百万円) － － － － － 

資本金 (百万円) 2,542 2,542 2,542 2,542 7,132 

発行済株式総数 (株) 45,574 93,589 93,589 93,589 316,767 

純資産額 (百万円) 2,358 2,739 2,864 5,902 22,264 

総資産額 (百万円) 2,677 16,965 43,686 125,684 202,771 

１株当たり純資産額 (円) 51,747.58 29,273.57 30,609.52 63,068.53 70,287.30 

１株当たり配当額 
（うち１株当たり中間配当
額） 

(円) 
－ 

（－）
－ 

（－）
－ 

（－）
－ 

（－）
－ 

（－）

１株当たり当期純利益金額
又は１株当たり当期純損失
金額（△） 

(円) △53,610.25 △18,772.16 1,336.57 32,459.00 14,222.84 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

(円) － － － － 14,214.07 

自己資本比率 (％) 88.1 16.2 6.6 4.7 11.0 

自己資本利益率 (％) － － 4.5 69.3 28.5 

自己資本規制比率 (％) 210.4 312.7 273.6 277.8 642.4 

株価収益率 (倍) － － － － 42.55 

配当性向 (％) － － － － － 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

(百万円) － － 3,333 1,711 7,348 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

(百万円) － － △254 △191 △503 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

(百万円) － － △0 － 11,182 

現金及び現金同等物の期末
残高 

(百万円) － － 3,304 4,824 22,851 

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数）

(人) 
39 

（14）
51 
（7）

43 
（5）

45 
（3）

50 
（11）
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 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

２．平成13年４月２日付で日本オンライン証券株式会社と合併致しました。 

３．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

５．第４期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企

業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第４期は新株引受権、第５期は新株予約権の残

高がありますが、当社株式が非上場かつ非登録であり期中平均株価が把握できないため記載しておりま

せん。 

７．第２期及び第３期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

８．自己資本規制比率は「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」の定めにより、決算数値をもとに算

出したものであります。 

９．第２期から第５期までの株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありますので記載してお

りません。 

10．第４期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しております。 

11．第４期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、中央青山監査法人の監査

を受けておりますが第２期及び第３期につきましては当該監査を受けておりません。 

12．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

13．第３期に発行済株式総数が増加しているのは、日本オンライン証券株式会社との合併により、被合併会

社である日本オンライン証券株式会社の株主に対して割り当てた新株式の増加によるものであります。 

14．第３期中に「証券業経理の統一について」（昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議）が改正さ

れたことに伴い、財務諸表の様式が改訂されたため、第３期より純営業収益を計上しております。 

15．当社は平成16年９月28日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

16．当社は平成17年３月16日付で36,000株の公募増資を行っております。 
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第５【経理の状況】 
 

【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

注記事項 

（１株当たり情報） 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 63,068.53円

１株当たり当期純利益金額 32,459.00円

  

 

１株当たり純資産額 70,287.30円

１株当たり当期純利益金額 14,217.87円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

13,989.56円

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権を付与しておりますが、当社株式は非

上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均

株価が把握できませんので、記載しておりません。 

当事業年度から「１株当たり当期純利益に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14年９

月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しており

ます。なお、同会計基準及び同適用指針の適用による影

響は軽微であります。 

────── 

 （注） １株当たり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。 

 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期純利益（百万円） 3,037 4,014 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,037 4,014 

期中平均株式数（株） 93,588 282,343 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

（うち支払利息（税額相当額控除後）） （－） （－）

（うち事務手数料（税額相当額控除

後）） 
（－） （－）

普通株式増加数（株） － 4,608 

（うち転換社債） （－） （－）

（うち新株予約権） （－） （4,608）

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 

新株予約権１種類（新株予約権の

数1,429個）。なお、新株予約権

の概要は「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2）新株予約権

等の状況」に記載のとおりであり

ます。 

────── 
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（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 63,068.53円

１株当たり当期純利益金額 32,459.00円

  

 

１株当たり純資産額 70,287.30円

１株当たり当期純利益金額 14,222.84円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

14,214.07円

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権を付与しておりますが、当社株式は非

上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均

株価が把握できませんので、記載しておりません。 

当事業年度から「１株当たり当期純利益に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14年９

月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しており

ます。なお、同会計基準及び同適用指針の適用による影

響は軽微であります。 

────── 

 （注） １株当たり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。 

 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期純利益（百万円） 3,037 4,014 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,037 4,014 

期中平均株式数（株） 93,588 282,244 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

（うち支払利息（税額相当額控除後）） （－） （－）

（うち事務手数料（税額相当額控除

後）） 
（－） （－）

普通株式増加数（株） － 175 

（うち転換社債） （－） （－）

（うち新株予約権） （－） （175）

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 

新株予約権１種類（新株予約権の

数1,429個）。なお、新株予約権

の概要は「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2）新株予約権

等の状況」に記載のとおりであり

ます。 

────── 

 



 

－  － 
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（重要な後発事象） 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

──────  平成17年４月21日開催の当社経営会議において、次の

ように株式分割による新株発行を決議しております。 

 １．平成17年７月20日付をもって普通株式１株につき３

株に分割します。 

 (1）分割により増加する株式数 

 普通株式              633,534株

 (2）分割方法 

  平成17年５月31日最終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載又は記録された株主の所有する株式数を１

株につき３株の割合をもって分割します。 

 ２．配当起算日 

 平成17年４月１日 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 
  

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

7,007.62円 23,492.10円 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

3,606.56円 4,739.29円 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

－円 4,663.19円 

  
 （注）なお、前事業年度においては、平成16年９月28日

付の株式分割後の株数をもとに算出しておりま

す。 

 



 

－  － 
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（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

──────  平成17年４月21日開催の当社経営会議において、次の

ように株式分割による新株発行を決議しております。 

 １．平成17年７月20日付をもって普通株式１株につき３

株に分割します。 

 (1）分割により増加する株式数 

 普通株式              633,534株

 (2）分割方法 

  平成17年５月31日最終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載又は記録された株主の所有する株式数を１

株につき３株の割合をもって分割します。 

 ２．配当起算日 

 平成17年４月１日 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 
  

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

7,007.62円 23,492.10円 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

3,606.56円 4,740.95円 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

－円 4,738.02円 

  
 （注）なお、前事業年度においては、平成16年９月28日

付の株式分割後の株数をもとに算出しておりま

す。 

 

 




