
 
                  平成 25 年２月 13 日 

各      位 
会 社 名 株  式  会  社  ジ  パ  ン  グ

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  谷  藤 吉 郎

（ JASDAQ・ コ ー ド 2684）

問 合 せ先 専務取締役管理本部長 亀田 学

（ T E L： 0 3 - 5 4 6 8 - 3 6 9 0）

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、過去に発表しました決算短信及び四半期決算短信において記載内容に訂正すべき事項がありました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所を含むページには訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には  （下線）を付して表

示しております。 

 

 

記  
 
１．訂正を行う決算短信 

  決算期 平成22年３月期 決算短信 

  発表日 平成22年５月14日 

 

２．訂正の理由 

本日（平成25年２月13日）付「過年度有価証券報告書及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

以 上 



（訂正前） 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

 
  

 

 
（注）当社は、前会計年度において合併を行っているため、対前期増減率は記載しておりません。 
  

 
(注) 詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

  

【サマリー情報】

(百万円未満切捨て)

1.  平成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 6,497 － △895 － △963 － △3,689 －

21年６月期 6,911 △13.3 △1,785 － △1,824 － △2,847 －

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 △818 31 － － △19.1 △13.8
21年６月期 △42,386 60 － － △64.4 △25.8

(参考) 持分法投資損益 22年３月期 －百万円 21年６月期 －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 8,642 1,966 22.7 418 83

21年６月期 1,449 △807 △61.2 △13,215 67

(参考) 自己資本 22年３月期 1,966百万円 21年６月期 △887百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年３月期 △999 △936 1,887 721

21年６月期 △1,367 435 △34 463

2. 配当の状況

１株当たり配当金
配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)

第１ 
四半期末

第２ 
四半期末

第３
四半期末

期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年６月期 － 0 00 － 0 00 0 00 － － －

22年３月期 － 0 00 － 0 00 0 00 － － －

23年３月期(予想) － 0 00 － 0 00 0 00 －

3. 23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 6,652 － △20 △114 △151 △32 17

通 期 13,596 － 411 － 260 － 158 － 33 66

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

新規 ２社（社名 Standard Gold Mining Inc.） 除外 －社（社名          ）



  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 
〔(注) 詳細は、24ページ「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」をご覧ください。〕 

  

 
    (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧く 
    ださい。 

  

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

 

 
 （注）当会計年度は、決算期変更に伴う９ヶ月決算のため、対前期増減率は記載しておりません。 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因
により、予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。上記の業績予想に関する事項につきましては、3
ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参 照ください。 
  

（注記事項） 
（１）業績について 
 当社は、平成22年１月１日付けで株式会社ジパング（合併前の株式会社ジパングをいい、以下「旧ジパング」といい
ます。）と合併しました。本合併は、企業結合会計上の逆取得に該当するため、当期の連結業績については、旧ジパン
グの平成21年12月31日までの連結経営成績に、合併後当社の平成22年１月１日以降の連結経営成績を合算したものであ
ります。また、当期の個別業績については、旧株式会社プライムの平成21年７月１日から平成21年12月31日までの経営
成績に、合併後当社の平成22年１月１日以降の経営成績を合算したものであります。以上により、平成22年３月期の対
前期増減率は、連結・個別ともに記載を省略しております。 
（２）１株当たり当期純利益について 
 平成21年12月31日までは合併時に旧ジパングの株主に割り当てられた発行済株式数と、平成22年１月１日から平成22
年３月31日までの合併後発行済株式数をもとに期中平均発行済株式数を計算し、１株当たり当期純利益を算出しており
ます。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年３月期 4,695,855株 21年６月期 67,226株

② 期末自己株式数 22年３月期 1,708株 21年６月期 54株

(参考) 個別業績の概要

1.  22年３月期の個別業績（平成21年７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 5,591 － △718 － △701 － △1,024 －

21年６月期 6,721 △14.3 △1,819 － △1,839 － △2,847 －

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 △622 51 －

21年６月期 △42,385 24 －

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 6,455 2,052 31.8 437 24

21年６月期 1,438 △818 △61.7 △13,208 07

(参考) 自己資本 22年３月期 2,052百万円 21年６月期 △887百万円

2. 23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期 3,865 － △451 － △480 － △516 － △109 92

通 期 7,996 － △743 － △765 － △867 － △186 70



  
（訂正後） 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

 
  

 

 
（注）当社は、前会計年度において合併を行っているため、対前期増減率は記載しておりません。 
  

 
(注) 詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

  

(百万円未満切捨て)

1.  平成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 6,497 － △870 － △938 － △3,673 －

21年６月期 6,911 △13.3 △1,785 － △1,824 － △2,847 －

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 △814 76 － － △18.4 △13.4
21年６月期 △42,386 60 － － △64.4 △25.8

(参考) 持分法投資損益 22年３月期 －百万円 21年６月期 －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 8,782 2,106 24.0 448 71

21年６月期 1,449 △807 △61.2 △13,215 67

(参考) 自己資本 22年３月期 2,106百万円 21年６月期 △887百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年３月期 △999 △936 1,887 721

21年６月期 △1,367 435 △34 463

2. 配当の状況

１株当たり配当金
配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)

第１ 
四半期末

第２ 
四半期末

第３
四半期末

期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年６月期 － 0 00 － 0 00 0 00 － － －

22年３月期 － 0 00 － 0 00 0 00 － － －

23年３月期(予想) － 0 00 － 0 00 0 00 －

3. 23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 6,652 － △20 △114 △151 △32 17

通 期 13,596 － 411 － 260 － 158 － 33 66

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

新規 ２社（社名 Standard Gold Mining Inc.） 除外 －社（社名          ）



  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 
〔(注) 詳細は、24ページ「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」をご覧ください。〕 

  

 
    (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧く 
    ださい。 

  

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

 

 
 （注）当会計年度は、決算期変更に伴う９ヶ月決算のため、対前期増減率は記載しておりません。 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因
により、予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。上記の業績予想に関する事項につきましては、3
ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参 照ください。 
  

（注記事項） 
（１）業績について 
 当社は、平成22年１月１日付けで株式会社ジパング（合併前の株式会社ジパングをいい、以下「旧ジパング」といい
ます。）と合併しました。本合併は、企業結合会計上の逆取得に該当するため、当期の連結業績については、旧ジパン
グの平成21年12月31日までの連結経営成績に、合併後当社の平成22年１月１日以降の連結経営成績を合算したものであ
ります。また、当期の個別業績については、旧株式会社プライムの平成21年７月１日から平成21年12月31日までの経営
成績に、合併後当社の平成22年１月１日以降の経営成績を合算したものであります。以上により、平成22年３月期の対
前期増減率は、連結・個別ともに記載を省略しております。 
（２）１株当たり当期純利益について 
 平成21年12月31日までは合併時に旧ジパングの株主に割り当てられた発行済株式数と、平成22年１月１日から平成22
年３月31日までの合併後発行済株式数をもとに期中平均発行済株式数を計算し、１株当たり当期純利益を算出しており
ます。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年３月期 4,695,855株 21年６月期 67,226株

② 期末自己株式数 22年３月期 1,708株 21年６月期 54株

(参考) 個別業績の概要

1.  22年３月期の個別業績（平成21年７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 5,591 － △718 － △701 － △1,024 －

21年６月期 6,721 △14.3 △1,819 － △1,839 － △2,847 －

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 △622 51 －

21年６月期 △42,385 24 －

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 6,455 2,052 31.8 437 24

21年６月期 1,438 △818 △61.7 △13,208 07

(参考) 自己資本 22年３月期 2,052百万円 21年６月期 △887百万円

2. 23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期 3,865 － △451 － △480 － △516 － △109 92

通 期 7,996 － △743 － △765 － △867 － △186 70



（訂正前） 

（当連結会計年度の経営成績）  

当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融・経済危機やその影響を受けた国内の

消費低迷など低成長の時代を迎えたものと認識しております。このような状況の中、当社は、異なった

収益モデルを持つ他社との合併を本年１月に果たし、合併前両社の中核事業の強化と管理機能の統合に

よる販売管理費の抑制などを通し経営基盤強化に努めて参りました。この結果、本年１月から３月まで

の四半期におきましては全社成績が大幅に改善致しましたが、通期成績を回復するには至りませんでし

た。当連結会計年度の売上高は64億97百万円、営業損失は８億95百万円、経常損失が９億63百万円とな

りました。また、合併に伴い発生しておりますのれん代等の減損損失23億89百万円等を特別損失に計上

したため、当期純損失は36億89百万円となりました。 

（省略） 

（鉱山事業）  

（省略） 

生産量は46,404オンス（1.44トン）となり、また金価格が堅調に推移したため、北米子会社の連結売

上高は41億93百万円となり、結果として１億46百万円の営業黒字となりました。 

（省略） 

  

（訂正後） 

（当連結会計年度の経営成績）  

当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融・経済危機やその影響を受けた国内の

消費低迷など低成長の時代を迎えたものと認識しております。このような状況の中、当社は、異なった

収益モデルを持つ他社との合併を本年１月に果たし、合併前両社の中核事業の強化と管理機能の統合に

よる販売管理費の抑制などを通し経営基盤強化に努めて参りました。この結果、本年１月から３月まで

の四半期におきましては全社成績が大幅に改善致しましたが、通期成績を回復するには至りませんでし

た。当連結会計年度の売上高は64億97百万円、営業損失は８億70百万円、経常損失が９億38百万円とな

りました。また、合併に伴い発生しておりますのれん代等の減損損失23億89百万円等を特別損失に計上

したため、当期純損失は36億73百万円となりました。 

（省略） 

（鉱山事業）  

（省略） 

生産量は46,404オンス（1.44トン）となり、また金価格が堅調に推移したため、北米子会社の連結売

上高は41億93百万円となり、結果として１億71百万円の営業黒字となりました。 

（省略） 

  

【添付資料】

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析



  

①資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ24億48百万円増加し37億12百万円となりました。これは主に旧

ジパングとの合併による現金及び預金及び商品の増加によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ47億43百万円増加し49億29百万円となりました。これは主に旧

ジパングとの合併により差入保証金及び長期貸付金の増加によるものであります。 

（省略）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べ27億73百万円増加し19億66百万円となりました。これは主に旧ジ

パングとの合併による資本剰余金の増加によるものであります。 

  

（訂正後） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ25億36百万円増加し38億１百万円となりました。これは主に旧

ジパングとの合併による現金及び預金及び商品の増加によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ47億95百万円増加し49億81百万円となりました。これは主に旧

ジパングとの合併により差入保証金及び長期貸付金の増加によるものであります。 

（省略）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べ29億13百万円増加し21億６百万円となりました。これは主に旧ジ

パングとの合併による資本剰余金の増加によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析



  
②キャッシュ・フローの状況  

（訂正前） 

（省略） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（省略） 

  

（訂正後） 

（省略） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（省略） 

  

平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年３月期

自己資本比率 36.9％ 65.7％ 45.3％ △61.2％ 22.7％

時価ベースの自己資本比率 51.7％ 89.3％ 51.8％ 74.5％ 326.4％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ 4.3％ ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ 10.7倍 ─ ─ ─

平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年３月期

自己資本比率 36.9％ 65.7％ 45.3％ △61.2％ 24.0％

時価ベースの自己資本比率 51.7％ 89.3％ 51.8％ 74.5％ 321.4％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ 4.3％ ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ 10.7倍 ─ ─ ─



（訂正前） 

4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年６月30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 483,999 891,343

受取手形及び売掛金 410,621 609,543

商品 286,118 1,868,550

貯蔵品 1,186 1,120

短期貸付金 － 15,704

繰延税金資産 － 57,819

その他 83,272 392,791

貸倒引当金 △900 △124,061

流動資産合計 1,264,297 3,712,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 － 600,872

減価償却累計額 － △145,181

建物及び構築物（純額） － 455,690

機械装置及び運搬具 12,996 1,149,729

減価償却累計額 △7,146 △436,773

機械装置及び運搬具（純額） 5,850 712,955

工具、器具及び備品 － 12,969

減価償却累計額 － △6,138

工具、器具及び備品（純額） － 6,831

鉱山開発資産 － 876,372

減価償却累計額 － △245,495

鉱山開発資産（純額） － 630,877

建設仮勘定 － 92,025

有形固定資産合計 5,850 1,898,380

無形固定資産

ソフトウエア － 62,142

電話加入権 － 644

鉱業権 － 133,204

無形固定資産合計 － 195,991

投資その他の資産

投資有価証券 138,197 211,707

差入保証金 41,471 1,355,863

長期貸付金 － 1,271,566

繰延税金資産 － 978,602

その他 － 286,540

貸倒引当金 － △1,269,403

投資その他の資産合計 179,669 2,834,876



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年６月30日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

固定資産合計 185,519 4,929,249

資産合計 1,449,817 8,642,061

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 463,230 1,143,149

短期借入金 650,000 1,140,500

1年内返済予定の長期借入金 135,996 761,502

未払金 498,991 729,962

リース債務 － 231

未払法人税等 4,758 93,210

賞与引当金 1,246 2,774

その他 17,187 172,120

流動負債合計 1,771,410 4,043,450

固定負債

長期借入金 405,005 989,197

繰延税金負債 － 5,141

退職給付引当金 21,059 23,640

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

債務保証損失引当金 － 101,453

原状回復引当金 － 1,360,074

リース債務 － 83

その他 － 93,512

固定負債合計 485,504 2,632,543

負債合計 2,256,914 6,675,994

純資産の部

株主資本

資本金 1,184,717 1,582,334

資本剰余金 1,413,113 7,695,621

利益剰余金 △3,469,176 △7,010,239

自己株式 △16,197 △36,197

株主資本合計 △887,543 2,231,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △179 7,247

為替換算調整勘定 － △272,698

評価・換算差額等合計 △179 △265,451

新株予約権 68,965 －

少数株主持分 11,659 －

純資産合計 △807,097 1,966,067

負債純資産合計 1,449,817 8,642,061



  
（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年６月30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 483,999 891,343

受取手形及び売掛金 410,621 609,543

商品 286,118 420,043

仕掛品 － 1,494,864

原材料及び貯蔵品 1,186 90,853

短期貸付金 － 15,704

繰延税金資産 － 10,188

その他 83,272 392,791

貸倒引当金 △900 △124,061

流動資産合計 1,264,297 3,801,271

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 － 600,872

減価償却累計額 － △93,180

建物及び構築物（純額） － 507,691

機械装置及び運搬具 12,996 1,149,729

減価償却累計額 △7,146 △439,958

機械装置及び運搬具（純額） 5,850 709,771

工具、器具及び備品 － 12,969

減価償却累計額 － △6,138

工具、器具及び備品（純額） － 6,831

鉱山開発資産 － 876,372

減価償却累計額 － △227,231

鉱山開発資産（純額） － 649,141

建設仮勘定 － 92,025

有形固定資産合計 5,850 1,965,461

無形固定資産

ソフトウエア － 62,142

電話加入権 － 644

鉱業権 － 133,204

無形固定資産合計 － 195,991

投資その他の資産

投資有価証券 138,197 211,707

差入保証金 41,471 1,355,863

長期貸付金 － 1,271,566

繰延税金資産 － 950,740

その他 － 299,088

貸倒引当金 － △1,269,403

投資その他の資産合計 179,669 2,819,562

固定資産合計 185,519 4,981,014

資産合計 1,449,817 8,782,286



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年６月30日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 463,230 1,143,149

短期借入金 650,000 1,140,500

1年内返済予定の長期借入金 135,996 761,502

未払金 498,991 729,962

未払法人税等 4,758 93,210

賞与引当金 1,246 2,774

その他 17,187 172,351

流動負債合計 1,771,410 4,043,450

固定負債

長期借入金 405,005 989,197

繰延税金負債 － 5,141

退職給付引当金 21,059 23,640

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

債務保証損失引当金 － 101,453

原状回復引当金 － 1,360,074

その他 － 93,595

固定負債合計 485,504 2,632,543

負債合計 2,256,914 6,675,994

純資産の部

株主資本

資本金 1,184,717 1,582,334

資本剰余金 1,413,113 7,695,621

利益剰余金 △3,469,176 △6,840,057

自己株式 △16,197 △36,197

株主資本合計 △887,543 2,401,701

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △179 7,247

為替換算調整勘定 － △302,656

評価・換算差額等合計 △179 △295,409

新株予約権 68,965 －

少数株主持分 11,659 －

純資産合計 △807,097 2,106,291

負債純資産合計 1,449,817 8,782,286



（訂正前） 

(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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 6,911,075 6,497,177

売上原価 3,323,712 5,024,196

売上総利益 3,587,363 1,472,981

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 382,108 97,971

放送費 2,684,628 526,109

物流費 551,644 159,039

販売手数料 341,547 67,952

賞与引当金繰入額 1,246 1,672

給料手当及び賞与 － 420,198

退職給付費用 5,976 1,942

のれん償却額 － 143,670

支払手数料 － 327,438

貸倒引当金繰入額 3,556 31,939

その他 1,401,735 590,440

販売費及び一般管理費合計 5,372,443 2,368,376

営業損失（△） △1,785,079 △895,395

営業外収益

受取利息 2,250 23,144

受取配当金 4,342 －

投資有価証券売却益 20,000 －

仕入割引 12,656 －

負ののれん償却額 － 25,013

業務受託手数料 － 14,826

その他 12,253 12,672

営業外収益合計 51,502 75,656

営業外費用

支払利息 4,545 44,967

投資有価証券売却損 53,992 －

支払手数料 22,673 －

為替差損 － 48,257

株式交付費 － 24,574

その他 9,590 25,862

営業外費用合計 90,802 143,661

経常損失（△） △1,824,379 △963,400



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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)

特別利益

投資有価証券売却益 － 95,403

前期損益修正益 － 161,875

貸倒引当金戻入額 3,563 －

その他 － 2,412

特別利益合計 3,563 259,691

特別損失

貸倒引当金繰入額 568,888 －

減損損失 123,168 2,389,456

投資有価証券評価損 111,573 －

関係会社株式売却損 － 172,691

たな卸資産評価損 36,879 141,009

事業撤退損 183,624 －

その他 － 275,149

特別損失合計 1,024,134 2,978,306

税金等調整前当期純損失（△） △2,844,951 △3,682,014

法人税、住民税及び事業税 2,297 7,557

法人税等調整額 － △46

法人税等合計 2,297 7,510

少数株主損失（△） △55 －

当期純損失（△） △2,847,192 △3,689,525



  
（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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 6,911,075 6,497,177

売上原価 3,323,712 4,999,510

売上総利益 3,587,363 1,497,667

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 382,108 97,971

放送費 2,684,628 526,109

物流費 551,644 159,039

販売手数料 341,547 67,952

賞与引当金繰入額 1,246 1,672

給料手当及び賞与 － 423,398

退職給付費用 5,976 1,942

のれん償却額 － 143,670

支払手数料 － 327,438

貸倒引当金繰入額 3,556 31,939

その他 1,401,735 587,240

販売費及び一般管理費合計 5,372,443 2,368,376

営業損失（△） △1,785,079 △870,708

営業外収益

受取利息 2,250 23,144

受取配当金 4,342 －

投資有価証券売却益 20,000 －

仕入割引 12,656 －

負ののれん償却額 － 25,013

業務受託手数料 － 14,826

その他 12,253 12,672

営業外収益合計 51,502 75,656

営業外費用

支払利息 4,545 44,967

投資有価証券売却損 53,992 －

支払手数料 22,673 －

為替差損 － 48,257

株式交付費 － 24,574

その他 9,590 25,862

営業外費用合計 90,802 143,661

経常損失（△） △1,824,379 △938,713



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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)

特別利益

投資有価証券売却益 － 95,403

前期損益修正益 － 161,875

貸倒引当金戻入額 3,563 －

その他 － 2,412

特別利益合計 3,563 259,691

特別損失

貸倒引当金繰入額 568,888 －

減損損失 123,168 2,389,456

投資有価証券評価損 111,573 －

関係会社株式売却損 － 172,691

たな卸資産評価損 36,879 141,009

事業撤退損 183,624 －

その他 － 275,149

特別損失合計 1,024,134 2,978,306

税金等調整前当期純損失（△） △2,844,951 △3,657,328

法人税、住民税及び事業税 2,297 7,557

法人税等調整額 － 8,593

法人税等合計 2,297 16,151

少数株主損失（△） △55 －

当期純損失（△） △2,847,192 △3,673,479



（訂正前） 

(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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 1,184,717 1,184,717

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △1,184,717

取得企業の期首残高 － 1,000,000

新株の発行 － 310,097

合併による増加 － 272,237

当期変動額合計 － 397,616

当期末残高 1,184,717 1,582,334

資本剰余金

前期末残高 1,413,113 1,413,113

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △1,413,113

取得企業の期首残高 － 6,205,342

新株の発行 － 310,097

合併による増加 － 1,180,182

当期変動額合計 － 6,282,508

当期末残高 1,413,113 7,695,621

利益剰余金

前期末残高 △621,719 △3,469,176

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 3,469,176

取得企業の期首残高 － △3,320,714

自己株式の消却 △263 －

当期純損失（△） △2,847,192 △3,689,525

当期変動額合計 △2,847,456 △3,541,063

当期末残高 △3,469,176 △7,010,239

自己株式

前期末残高 △16,461 △16,197

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 16,197

取得企業の期首残高 － △2,692

自己株式の取得 － △20,000

自己株式の消却 263 －

合併による増加 － △13,504

当期変動額合計 263 △20,000

当期末残高 △16,197 △36,197

株主資本合計

前期末残高 1,959,649 △887,543



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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)

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 887,543

取得企業の期首残高 － 3,881,935

新株の発行 － 620,194

当期純損失（△） △2,847,192 △3,689,525

自己株式の取得 － △20,000

合併による増加 － 1,438,915

当期変動額合計 △2,847,192 3,119,062

当期末残高 △887,543 2,231,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △48,078 △179

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 179

取得企業の期首残高 － 24,694

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

47,899 △17,446

当期変動額合計 47,899 7,426

当期末残高 △179 7,247

為替換算調整勘定

前期末残高 － －

当期変動額

取得企業の期首残高 － △398,339

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 125,640

当期変動額合計 － △272,698

当期末残高 － △272,698

評価・換算差額等合計

前期末残高 △48,078 △179

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 179

取得企業の期首残高 － △373,645

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

47,899 108,193

当期変動額合計 47,899 △265,272

当期末残高 △179 △265,451

新株予約権

前期末残高 68,965 68,965

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △68,965

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － △68,965

当期末残高 68,965 －



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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)

少数株主持分

前期末残高 11,715 11,659

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △11,659

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 －

当期変動額合計 △55 △11,659

当期末残高 11,659 －

純資産合計

前期末残高 1,992,252 △807,097

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 807,097

取得企業の期首残高 － 3,508,290

新株の発行 － 620,194

当期純損失（△） △2,847,192 △3,689,525

自己株式の取得 － △20,000

合併による増加 － 1,438,915

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47,843 108,193

当期変動額合計 △2,799,349 2,773,164

当期末残高 △807,097 1,966,067



  
（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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 1,184,717 1,184,717

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △1,184,717

取得企業の期首残高 － 1,000,000

新株の発行 － 310,097

合併による増加 － 272,237

当期変動額合計 － 397,616

当期末残高 1,184,717 1,582,334

資本剰余金

前期末残高 1,413,113 1,413,113

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △1,413,113

取得企業の期首残高 － 6,205,342

新株の発行 － 310,097

合併による増加 － 1,180,182

当期変動額合計 － 6,282,508

当期末残高 1,413,113 7,695,621

利益剰余金

前期末残高 △621,719 △3,469,176

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 3,469,176

取得企業の期首残高 － △3,166,577

自己株式の消却 △263 －

当期純損失（△） △2,847,192 △3,673,479

当期変動額合計 △2,847,456 △3,370,880

当期末残高 △3,469,176 △6,840,057

自己株式

前期末残高 △16,461 △16,197

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 16,197

取得企業の期首残高 － △2,692

自己株式の取得 － △20,000

自己株式の消却 263 －

合併による増加 － △13,504

当期変動額合計 263 △20,000

当期末残高 △16,197 △36,197



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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)

株主資本合計

前期末残高 1,959,649 △887,543

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 887,543

取得企業の期首残高 － 4,036,071

新株の発行 － 620,194

当期純損失（△） △2,847,192 △3,673,479

自己株式の取得 － △20,000

自己株式の消却 － －

合併による増加 － 1,438,915

当期変動額合計 △2,847,192 3,289,244

当期末残高 △887,543 2,401,701

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △48,078 △179

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 179

取得企業の期首残高 － 24,694

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

47,899 △17,446

当期変動額合計 47,899 7,426

当期末残高 △179 7,247

為替換算調整勘定

前期末残高 － －

当期変動額

取得企業の期首残高 － △429,459

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 126,802

当期変動額合計 － △302,656

当期末残高 － △302,656

評価・換算差額等合計

前期末残高 △48,078 △179

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 179

取得企業の期首残高 － △404,765

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

47,899 109,355

当期変動額合計 47,899 △295,229

当期末残高 △179 △295,409



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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)

新株予約権

前期末残高 68,965 68,965

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △68,965

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － △68,965

当期末残高 68,965 －

少数株主持分

前期末残高 11,715 11,659

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △11,659

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 －

当期変動額合計 △55 △11,659

当期末残高 11,659 －

純資産合計

前期末残高 1,992,252 △807,097

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 807,097

取得企業の期首残高 － 3,631,306

新株の発行 － 620,194

当期純損失（△） △2,847,192 △3,673,479

自己株式の取得 － △20,000

合併による増加 － 1,438,915

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47,843 109,355

当期変動額合計 △2,799,349 2,913,389

当期末残高 △807,097 2,106,291



（訂正前） 

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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（△） △2,844,951 △3,682,014

減価償却費 32,663 251,401

のれん償却額 － 143,670

負ののれん償却額 － △25,013

貸倒引当金繰入額 568,888 －

たな卸資産評価損 36,879 141,009

減損損失 123,168 2,389,456

事業撤退損 183,624 －

関係会社株式売却損益（△は益） － 172,691

前期損益修正益 － △161,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） △628 24,824

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,664 1,672

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,799 1,942

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 1,164

原状回復引当金の増減額（△は減少） － 118,655

受取利息及び受取配当金 △6,593 △23,144

デリバティブ評価損益（△は益） △4,948 41

投資有価証券売却損益（△は益） 33,992 △95,403

投資有価証券評価損益（△は益） 111,573 －

株式交付費 － 24,574

売上債権の増減額（△は増加） 47,290 398,293

営業貸付金の増減額（△は増加） 69,019 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,638 △276,854

仕入債務の増減額（△は減少） 173,814 △313,412

未払金の増減額（△は減少） △69,058 21,647

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,248 10,203

未払消費税等の増減額（△は減少） － △1,750

その他 36,598 △31,153

小計 △1,369,642 △909,372

利息及び配当金の受取額 6,752 23,070

利息の支払額 △2,440 △41,027

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,000 △72,502

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,367,332 △999,831



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 307,020 172,753

投資有価証券の取得による支出 － △35,292

有形固定資産の取得による支出 △3,280 △574,603

無形固定資産の取得による支出 △24,320 △4,195

差入保証金の回収による収入 1,680 38,733

差入保証金の差入による支出 △1,734 △225,640

定期預金の払戻による収入 160,000 －

長期貸付金の回収による収入 － 109,740

長期貸付けによる支出 － △217,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ 2,916

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△4,362 －

事業譲渡による収入 － △58,592

その他 29 △144,910

投資活動によるキャッシュ・フロー 435,032 △936,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 1,145,564

短期借入金の返済による支出 △574,940 △912,285

長期借入れによる収入 580,000 1,263,380

長期借入金の返済による支出 △38,999 △171,952

株式の発行による収入 － 595,619

自己株式の取得による支出 － △20,000

配当金の支払額 △879 －

リース債務の返済による支出 － △13,065

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,818 1,887,260

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,162 △148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △968,281 △49,310

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,281 463,999

被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 － △463,999

取得企業の現金同等物の期首残高 － 477,514

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 293,139

現金及び現金同等物の期末残高 463,999 721,343



  
（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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（△） △2,844,951 △3,657,328

減価償却費 32,663 243,089

のれん償却額 － 143,670

負ののれん償却額 － △25,013

貸倒引当金繰入額 568,888 －

たな卸資産評価損 36,879 141,009

減損損失 123,168 2,389,456

事業撤退損 183,624 －

関係会社株式売却損益（△は益） － 172,691

前期損益修正益 － △161,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） △628 24,824

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,664 1,672

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,799 1,942

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 1,164

原状回復引当金の増減額（△は減少） － 118,655

受取利息及び受取配当金 △6,593 △23,144

デリバティブ評価損益（△は益） △4,948 41

投資有価証券売却損益（△は益） 33,992 △95,403

投資有価証券評価損益（△は益） 111,573 －

株式交付費 － 24,574

売上債権の増減額（△は増加） 47,290 398,293

営業貸付金の増減額（△は増加） 69,019 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,638 △293,228

仕入債務の増減額（△は減少） 173,814 △313,412

未払金の増減額（△は減少） △69,058 21,647

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,248 10,203

未払消費税等の増減額（△は減少） － △1,750

その他 36,598 △31,153

小計 △1,369,642 △909,372

利息及び配当金の受取額 6,752 23,070

利息の支払額 △2,440 △41,027

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,000 △72,502

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,367,332 △999,831



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 307,020 172,753

投資有価証券の取得による支出 － △35,292

有形固定資産の取得による支出 △3,280 △574,603

無形固定資産の取得による支出 △24,320 △4,195

差入保証金の回収による収入 1,680 38,733

差入保証金の差入による支出 △1,734 △225,640

定期預金の払戻による収入 160,000 －

長期貸付金の回収による収入 － 109,740

長期貸付けによる支出 － △217,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ 2,916

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△4,362 －

事業譲渡による収入 － △58,592

その他 29 △144,910

投資活動によるキャッシュ・フロー 435,032 △936,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 1,145,564

短期借入金の返済による支出 △574,940 △912,285

長期借入れによる収入 580,000 1,263,380

長期借入金の返済による支出 △38,999 △171,952

株式の発行による収入 － 595,619

自己株式の取得による支出 － △20,000

配当金の支払額 △879 －

リース債務の返済による支出 － △13,065

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,818 1,887,260

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,162 △148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △968,281 △49,310

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,281 463,999

被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 － △463,999

取得企業の現金同等物の期首残高 － 477,514

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 293,139

現金及び現金同等物の期末残高 463,999 721,343



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) 

（訂正前） 

  

 
(注) （省略） 

  

（訂正後） 

  

 
(注) （省略） 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

物販事業
（千円）

金生産事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

計
（千円）

Ⅰ  売上高及び営業損益

  売上高

    (1)外部顧客に対する売上高 1,985,451 4,193,115 318,611 6,497,177 ─ 6,497,177

    (2)セグメント間の内部売上高 

       又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─

    計 1,985,451 4,193,115 318,611 6,497,177 ─ 6,497,177

  営業費用 1,979,612 4,046,354 412,714 6,438,680 953,892 7,392,573

  営業利益及び営業損失（△） 5,838 146,760 △94,102 58,497 △953,892 △895,395

Ⅱ  資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出

  資産 1,559,721 6,356,760 39,303 7,955,786 686,275 8,642,061

  減価償却費 2,155 220,313 3,204 225,673 20,994 246,668

  減損損失 2,124,968 － 264,488 2,389,456 － 2,389,456

  資本的支出 6,275 541,630 － 547,905 33,128 581,034

物販事業
（千円）

金生産事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

計
（千円）

Ⅰ  売上高及び営業損益

  売上高

    (1)外部顧客に対する売上高 1,985,451 4,193,115 318,611 6,497,177 ─ 6,497,177

    (2)セグメント間の内部売上高 

       又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─

    計 1,985,451 4,193,115 318,611 6,497,177 ─ 6,497,177

  営業費用 1,979,612 4,021,667 412,714 6,413,994 953,892 7,367,886

  営業利益及び営業損失（△） 5,838 171,447 △94,102 83,183 △953,892 △870,708

Ⅱ  資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出

  資産 1,559,721 6,496,985 39,303 8,096,010 686,275 8,782,286

  減価償却費 2,155 216,734 3,204 222,094 20,994 243,089

  減損損失 2,124,968 － 264,488 2,389,456 － 2,389,456

  資本的支出 6,275 541,630 － 547,905 33,128 581,034



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) 

（訂正前） 

 
（注）（省略） 
  

（訂正後） 

 
（注）（省略） 
  

２ 所在地別セグメント情報

日本
（千円）

北米
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ  売上高及び営業損益

  売上高

    (1)外部顧客に対する売上高 2,304,062 4,193,115 6,497,177 － 6,497,177

    (2)セグメント間の内部売上高 

       又は振替高
－ － － － －

    計 2,304,062 4,193,115 6,497,177 － 6,497,177

  営業費用 2,392,326 4,046,354 6,438,680 953,892 7,392,573

  営業利益及び営業損失（△） △88,263 146,760 58,497 △953,892 △895,395

Ⅱ  資産 1,599,025 6,356,760 7,955,786 686,275 8,642,061

日本
（千円）

北米
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ  売上高及び営業損益

  売上高

    (1)外部顧客に対する売上高 2,304,062 4,193,115 6,497,177 － 6,497,177

    (2)セグメント間の内部売上高 

       又は振替高
－ － － － －

    計 2,304,062 4,193,115 6,497,177 － 6,497,177

  営業費用 2,392,326 4,021,667 6,413,994 953,892 7,367,886

  営業利益及び営業損失（△） △88,263 171,447 83,183 △953,892 △870,708

Ⅱ  資産 1,599,025 6,496,985 8,096,010 686,275 8,782,286



（訂正前） 

  

 
(注)  １株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりでありま

す。 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年７月１日
至  平成21年６月30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 △13,215円67銭 418円83銭

１株当たり当期純損失(△) △42,386円60銭 △818円31銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの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、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至  平成21年６月30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株当たり当期純損失(△)

  当期純損失(△)(千円) △2,847,192 △3,689,525

  普通株主に帰属しない金額(千円) － ─

  普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △2,847,192 △3,689,525

  普通株式の期中平均株式数(株) 67,172 4,508,690

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

  当期純利益調整額(千円) － ─

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

第６回新株予約権24,190個 

平成19年12月26日 

取締役会決議

─



  
（訂正後） 

  

 
(注)  １株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりでありま

す。 

 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成20年７月１日
至  平成21年６月30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 △13,215円67銭 448円71銭

１株当たり当期純損失(△) △42,386円60銭 △814円76銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの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、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至  平成21年６月30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株当たり当期純損失(△)

  当期純損失(△)(千円) △2,847,192 △3,673,479

  普通株主に帰属しない金額(千円) － ─

  普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △2,847,192 △3,673,479

  普通株式の期中平均株式数(株) 67,172 4,508,690

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

  当期純利益調整額(千円) － ─

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

第６回新株予約権24,190個 

平成19年12月26日 

取締役会決議

─


