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       （訂正）「平成 21年３月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

当社は平成 25年５月 10日付の「過年度決算訂正に関するお知らせ」で公表しましたとおり、過年

度の決算短信の訂正作業を進めておりましたが、このたび平成 21年３月期決算短信の訂正作業が完

了しましたので、その内容についてお知らせいたします。訂正箇所は下線にて表示しております。 

なお、訂正理由につきましては、本日開示の「過年度有価証券報告書等ならびに決算短信の訂正に

関するお知らせ」をご覧ください。 

以 上 
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【サマリー情報】 

 
1.平成21年３月期の連結業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

  

1. 21年３月期の個別業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

  

 (訂正前) (百万円未満切捨て)

(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 ％

21年３月期 6,993 △55.5 360 ─ 315 ─ 142 ─

20年３月期 15,707 45.1 △38 ─ △112 ─ △448 ─

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 ％ ％ ％

21年３月期 473 00 472 19 33.7 5.4 5.1

20年３月期 △1,494 52 ─ ─ △90.4 △1.6 △0.2

(参考) 持分法投資損益 21年３月期 ─百万円 20年３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

21年３月期 5,865 423 7.2 1,383 64

20年３月期 6,970 252 3.6 842 19

(参考) 自己資本 21年３月期 423百万円 20年３月期 252百万円

(参考) 個別業績の概要

(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 ％

21年３月期 933 △78.1 657 ─ 606 ─ 472 ─

20年３月期 4,261 △55.1 △138 ─ △256 ─ △643 ─

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

21年３月期 1,564 85 1,562 17

20年３月期 △2,145 31 ─ ─

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

21年３月期 3,116 554 17.8 1,813 60

20年３月期 5,774 64 1.1 216 10

(参考) 自己資本 21年３月期 554百万円 20年３月期 64百万円
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1.平成21年３月期の連結業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 
  

 

 
  
  

 

 

 
  

1. 21年３月期の個別業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

  

 (訂正後) (百万円未満切捨て)

(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 ％

21年３月期 6,993 △55.5 360 ─ 315 ─ △86 ─

20年３月期 15,707 45.1 △38 ─ △112 ─ △448 ─

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 ％ ％ ％

21年３月期 △287 68 ─ ─ ─ 5.4 5.1

20年３月期 △1,494 52 ─ ─ △90.4 △1.6 △0.2

(参考) 持分法投資損益 21年３月期 ─百万円 20年３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

21年３月期 5,865 193 3.3 632 79

20年３月期 6,970 252 3.6 842 19

(参考) 自己資本 21年３月期 193百万円 20年３月期 252百万円

(参考) 個別業績の概要

(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 ％

21年３月期 933 △78.1 657 ─ 606 ─ 242 ─

20年３月期 4,261 △55.1 △138 ─ △256 ─ △643 ─

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

21年３月期 804 17 802 79

20年３月期 △2,145 31 ─ ─

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

21年３月期 3,116 324 10.4 1,062 74

20年３月期 5,774 64 1.1 216 10

(参考) 自己資本 21年３月期 324百万円 20年３月期 64百万円
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（添付資料） 

【訂正箇所】３ページ 

 ①当連結会計年度の経営成績 

(訂正前) 

(略) 

これらの結果、当連結会計年度における売上高は、複数の会社をグループから外したことにより

6,993百万円（前連結会計年度は15,707百万円）となりましたが、健康関連事業の各分野で好業績によ

り、営業利益は360百万円（前連結会計年度は38百万円の営業損失）、経常利益は315百万円（前連結会

計年度は112百万円の経常損失）、当期利益につきましても142百万円（前連結会計年度は448百万円の

当期純損失）となりました。 

(略) 

(訂正後) 

(略) 

これらの結果、当連結会計年度における売上高は、複数の会社をグループから外したことにより

6,993百万円（前連結会計年度は15,707百万円）となりましたが、健康関連事業の各分野で好業績によ

り、営業利益は360百万円（前連結会計年度は38百万円の営業損失）、経常利益は315百万円（前連結会

計年度は112百万円の経常損失）となりました。当期純損益につきましては留保金課税により86百万円

の純損失（前連結会計年度は448百万円の当期純損失）となりました。 

(略) 

  

【訂正箇所】５ページ 

 ①資産、負債および純資産の状況 

(訂正前) 

当連結会計年度末の総資産は5,865百万円となり、前連結会計年度末の6,970百万円に比べ1,105百万

円の減少となりました。これは、Bijin株式会社の買収に伴う流動資産並びに固定資産の117百万円の増

加があった一方で、Kenkou USA, Inc.及び株式会社アクディア、株式会社ラピーのグループからの離脱

による資産の減317百万円及び借入金の返済に伴う現預金の減少826百万円を主因とするものでありま

す。 

一方、当連結会計年度末の負債は、5,442百万円となり、前連結会計年度末の6,717百万円に比べ

1,275百万円の減少となりました。これも総資産の変化理由と同様に、Bijin株式会社の買収並びに

Kenkou USA, Inc.及び株式会社アクディア、株式会社ラピーのグループ離脱及び借入金の減少を主要因

とするものであります。 

純資産は、当期純利益の計上等により423百万円となりました。 

(訂正後) 

当連結会計年度末の総資産は5,865百万円となり、前連結会計年度末の6,970百万円に比べ1,105百万

円の減少となりました。これは、Bijin株式会社の買収に伴う流動資産並びに固定資産の117百万円の増

加があった一方で、Kenkou USA, Inc.及び株式会社アクディア、株式会社ラピーのグループからの離脱

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析
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による資産の減317百万円及び借入金の返済に伴う現預金の減少826百万円を主因とするものでありま

す。 

一方、当連結会計年度末の負債は、5,671百万円となり、前連結会計年度末の6,717百万円に比べ

1,045百万円の減少となりました。これも総資産の変化理由と同様に、Bijin株式会社の買収並びに

Kenkou USA, Inc.及び株式会社アクディア、株式会社ラピーのグループ離脱及び借入金の減少を主要因

とするものであります。 

純資産は、当期純損失の計上等により193百万円となりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 (訂正前) 

 
(略) 

 (訂正後) 

 
(略) 

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 10.1％ 3.6％ 7.2%

時価ベースの自己資本比率 220.7％ 23.0％ 12.1%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

10.1％ ─ 0.3%

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

31.0倍 ─ 4.8倍

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 10.1％ 3.6％ 3.3%

時価ベースの自己資本比率 220.7％ 23.0％ 12.1%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

10.1％ ─ 0.3%

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

31.0倍 ─ 4.8倍
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【訂正箇所】14～15ページ 

(訂正前) 

4.【連結財務諸表】

(1)【連結財務諸表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※3 1,663,778 ※3 837,619

受取手形及び売掛金 ※5 999,751 ※5 607,607

たな卸資産 1,224,959 －

商品及び製品 － 716,061

仕掛品 － 13,818

原材料及び貯蔵品 － 335,446

繰延税金資産 97,205 75,763

未収還付法人税等 － 667,487

その他 175,039 129,998

貸倒引当金 △6,837 △5,345

流動資産合計 4,153,897 3,378,456

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※3 184,355 ※3 147,483

機械装置及び運搬具（純額） 187,933 ※3 167,099

土地 ※3 928,100 ※3 907,724

その他（純額） 87,907 ※3 48,803

有形固定資産合計 ※1 1,388,296 ※1 1,271,111

無形固定資産

のれん 1,074,581 973,512

その他 17,277 12,028

無形固定資産合計 1,091,859 985,541

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 75,283 ※2 24,356

繰延税金資産 3,737 420

その他 268,031 215,827

貸倒引当金 △10,978 △10,543

投資その他の資産合計 336,073 230,060

固定資産合計 2,816,229 2,486,713

資産合計 6,970,127 5,865,170
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 438,998 244,797

短期借入金 ※3, ※6 2,134,694 ※3, ※6 1,335,958

1年内返済予定の長期借入金 ※3 1,132,526 ※3 1,106,094

1年内償還予定の社債 50,000 －

未払金 195,434 197,893

未払法人税等 113,692 65,416

賞与引当金 44,661 63,462

ポイント引当金 3,337 －

返品調整引当金 3,969 12,156

その他 172,137 162,548

流動負債合計 4,289,452 3,188,326

固定負債

長期借入金 ※3 2,045,554 ※3 1,912,889

役員退職慰労引当金 16,421 23,311

退職給付引当金 288,162 282,894

繰延税金負債 72,795 34,630

その他 5,000 －

固定負債合計 2,427,933 2,253,725

負債合計 6,717,386 5,442,052

純資産の部

株主資本

資本金 102,152 111,272

資本剰余金 118,326 118,326

利益剰余金 49,165 191,940

株主資本合計 269,644 421,539

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,796 2,052

繰延ヘッジ損益 － △473

為替換算調整勘定 △1,107 －

評価・換算差額等合計 △16,903 1,578

純資産合計 252,741 423,118

負債純資産合計 6,970,127 5,865,170
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（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※3 1,663,778 ※3 837,619

受取手形及び売掛金 ※5 999,751 ※5 607,607

たな卸資産 1,224,959 －

商品及び製品 － 716,061

仕掛品 － 13,818

原材料及び貯蔵品 － 335,446

繰延税金資産 97,205 75,763

未収還付法人税等 － 667,487

その他 175,039 129,998

貸倒引当金 △6,837 △5,345

流動資産合計 4,153,897 3,378,456

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※3 184,355 ※3 147,483

機械装置及び運搬具（純額） 187,933 ※3 167,099

土地 ※3 928,100 ※3 907,724

その他（純額） 87,907 ※3 48,803

有形固定資産合計 ※1 1,388,296 ※1 1,271,111

無形固定資産

のれん 1,074,581 973,512

その他 17,277 12,028

無形固定資産合計 1,091,859 985,541

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 75,283 ※2 24,356

繰延税金資産 3,737 420

その他 268,031 215,827

貸倒引当金 △10,978 △10,543

投資その他の資産合計 336,073 230,060

固定資産合計 2,816,229 2,486,713

資産合計 6,970,127 5,865,170
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 438,998 244,797

短期借入金 ※3, ※6 2,134,694 ※3, ※6 1,335,958

1年内返済予定の長期借入金 ※3 1,132,526 ※3 1,106,094

1年内償還予定の社債 50,000 －

未払金 195,434 197,893

未払法人税等 113,692 295,027

賞与引当金 44,661 63,462

ポイント引当金 3,337 －

返品調整引当金 3,969 12,156

その他 172,137 162,548

流動負債合計 4,289,452 3,417,937

固定負債

長期借入金 ※3 2,045,554 ※3 1,912,889

役員退職慰労引当金 16,421 23,311

退職給付引当金 288,162 282,894

繰延税金負債 72,795 34,630

その他 5,000 －

固定負債合計 2,427,933 2,253,725

負債合計 6,717,386 5,671,662

純資産の部

株主資本

資本金 102,152 111,272

資本剰余金 118,326 118,326

利益剰余金 49,165 △37,669

株主資本合計 269,644 191,929

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,796 2,052

繰延ヘッジ損益 － △473

為替換算調整勘定 △1,107 －

評価・換算差額等合計 △16,903 1,578

純資産合計 252,741 193,507

負債純資産合計 6,970,127 5,865,170
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【訂正箇所】16～17ページ 

(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高 15,707,082 6,993,444

売上原価 8,183,085 3,618,797

売上総利益 7,523,996 3,374,646

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 4,595,429 1,134,039

賞与引当金繰入額 12,762 17,393

給料手当及び賞与 － 390,659

支払手数料 － 320,715

その他 2,954,255 1,151,698

販売費及び一般管理費合計 7,562,446 3,014,506

営業利益又は営業損失（△） △38,449 360,140

営業外収益

受取利息及び配当金 9,733 8,604

受取賃貸料 16,581 7,032

保険解約返戻金 － 7,390

受取保証料 － 5,714

その他 24,404 11,749

営業外収益合計 50,718 40,491

営業外費用

支払利息 87,708 76,283

貸倒引当金繰入額 8,500 －

貸与資産減価償却費 10,551 3,827

その他 18,443 5,351

営業外費用合計 125,204 85,462

経常利益又は経常損失（△） △112,934 315,169

特別利益

貸倒引当金戻入額 364 2,064

賞与引当金戻入額 962 －

固定資産売却益 ※1 38,738 ※1 20,218

子会社株式売却益 － 38,791

投資有価証券売却益 － 1,288

ポイント引当金戻入額 5,006 －

その他 － 390

特別利益合計 45,071 62,754

10



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

特別損失

減損損失 ※2 22,651 －

子会社整理損 － 4,443

投資有価証券売却損 － 2,124

固定資産除却損 9,425 ※3 10,456

のれん償却額 308,399 －

子会社株式売却損 19,606 24,038

投資有価証券評価損 8,288 18,196

その他 23,916 2,175

特別損失合計 392,288 61,434

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△460,151 316,489

法人税、住民税及び事業税 189,146 191,205

法人税等調整額 △225,429 △17,491

法人税等合計 △36,283 173,714

少数株主利益 24,471 －

当期純利益又は当期純損失（△） △448,340 142,775

11



  
(訂正後) 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高 15,707,082 6,993,444

売上原価 8,183,085 3,618,797

売上総利益 7,523,996 3,374,646

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 4,595,429 1,134,039

賞与引当金繰入額 12,762 17,393

給料手当及び賞与 － 390,659

支払手数料 － 320,715

その他 2,954,255 1,151,698

販売費及び一般管理費合計 7,562,446 3,014,506

営業利益又は営業損失（△） △38,449 360,140

営業外収益

受取利息及び配当金 9,733 8,604

受取賃貸料 16,581 7,032

保険解約返戻金 － 7,390

受取保証料 － 5,714

その他 24,404 11,749

営業外収益合計 50,718 40,491

営業外費用

支払利息 87,708 76,283

貸倒引当金繰入額 8,500 －

貸与資産減価償却費 10,551 3,827

その他 18,443 5,351

営業外費用合計 125,204 85,462

経常利益又は経常損失（△） △112,934 315,169

特別利益

貸倒引当金戻入額 364 2,064

賞与引当金戻入額 962 －

固定資産売却益 ※1 38,738 ※1 20,218

子会社株式売却益 － 38,791

投資有価証券売却益 － 1,288

ポイント引当金戻入額 5,006 －

その他 － 390

特別利益合計 45,071 62,754
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

特別損失

減損損失 ※2 22,651 －

子会社整理損 － 4,443

投資有価証券売却損 － 2,124

固定資産除却損 9,425 ※3 10,456

のれん償却額 308,399 －

子会社株式売却損 19,606 24,038

投資有価証券評価損 8,288 18,196

その他 23,916 2,175

特別損失合計 392,288 61,434

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△460,151 316,489

法人税、住民税及び事業税 189,146 420,816

法人税等調整額 △225,429 △17,491

法人税等合計 △36,283 403,324

少数株主利益 24,471 －

当期純損失（△） △448,340 △86,835
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【訂正箇所】18～19ページ 

(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 101,610 102,152

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期変動額合計 542 9,120

当期末残高 102,152 111,272

資本剰余金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

利益剰余金

前期末残高 519,750 49,165

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △448,340 142,775

連結範囲の変更による減少 △16,463 －

決算期変更による減少 △5,781 －

当期変動額合計 △470,584 142,775

当期末残高 49,165 191,940

株主資本合計

前期末残高 739,686 269,644

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期純利益又は当期純損失（△） △448,340 142,775

連結範囲の変更による減少 △16,463 －

決算期変更による減少 △5,781 －

当期変動額合計 △470,041 151,895

当期末残高 269,644 421,539

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △276 △15,796

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,519 17,848

当期変動額合計 △15,519 17,848

当期末残高 △15,796 2,052

繰延ヘッジ損益

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） － △473

14



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期変動額合計 － △473

当期末残高 － △473

為替換算調整勘定

前期末残高 － △1,107

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,107 1,107

当期変動額合計 △1,107 1,107

当期末残高 △1,107 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △276 △16,903

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,627 18,481

当期変動額合計 △16,627 18,481

当期末残高 △16,903 1,578

少数株主持分

前期末残高 473,839 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473,839 －

当期変動額合計 △473,839 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 1,213,249 252,741

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期純利益又は当期純損失（△） △448,340 142,775

連結範囲の変更による減少 △16,463 －

決算期変更による減少 △5,781 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △490,466 18,481

当期変動額合計 △960,508 170,376

当期末残高 252,741 423,118

15



  
(訂正後) 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 101,610 102,152

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期変動額合計 542 9,120

当期末残高 102,152 111,272

資本剰余金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

利益剰余金

前期末残高 519,750 49,165

当期変動額

当期純損失（△） △448,340 △86,835

連結範囲の変更による減少 △16,463 －

決算期変更による減少 △5,781 －

当期変動額合計 △470,584 △86,835

当期末残高 49,165 △37,669

株主資本合計

前期末残高 739,686 269,644

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期純損失（△） △448,340 △86,835

連結範囲の変更による減少 △16,463 －

決算期変更による減少 △5,781 －

当期変動額合計 △470,041 △77,715

当期末残高 269,644 191,929

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △276 △15,796

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,519 17,848

当期変動額合計 △15,519 17,848

当期末残高 △15,796 2,052

繰延ヘッジ損益

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） － △473
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期変動額合計 － △473

当期末残高 － △473

為替換算調整勘定

前期末残高 － △1,107

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,107 1,107

当期変動額合計 △1,107 1,107

当期末残高 △1,107 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △276 △16,903

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,627 18,481

当期変動額合計 △16,627 18,481

当期末残高 △16,903 1,578

少数株主持分

前期末残高 473,839 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473,839 －

当期変動額合計 △473,839 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 1,213,249 252,741

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期純損失（△） △448,340 △86,835

連結範囲の変更による減少 △16,463 －

決算期変更による減少 △5,781 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △490,466 18,481

当期変動額合計 △960,508 △59,233

当期末残高 252,741 193,507
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【訂正箇所】38ページ 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】 

(訂正前) 

 
  

(訂正後) 

 
  

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

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を計上しているため、内訳 

を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

 法定実効税率                  40.7%

連結仕訳によるもの 3.0%

評価性引当金の増減 6.6%

連結会社及び連結子会社の欠損に
よる税負担のないもの

8.2%

減損資産の容認による税負担のな
いもの

△7.0%

連結子会社との実効税率差額 2.5%

その他 0.9%

税効果会計適用後の法人税負担率 54.9%

 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

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を計上しているため、内訳 

を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

 法定実効税率                  40.7%

連結仕訳によるもの 3.0%

評価性引当金の増減 6.6%

連結会社及び連結子会社の欠損に
よる税負担のないもの

8.2%

減損資産の容認による税負担のな
いもの

△7.0%

連結子会社との実効税率差額 2.5%

留保金課税 72.5%

その他 0.9%

税効果会計適用後の法人税負担率 127.4%
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【訂正箇所】43～44ページ 

(訂正前) 

 
(注)１. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

     ２． １株当たり当期純利益又は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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 842円19銭 1,383円64銭

１株当たり当期純利益又は当
期純損失（△）

△1,494円52銭 473円00銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

               ―                          472円19銭

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。

項目
前連結会計年度末

（平成20年３月31日現在)
当連結会計年度末 

（平成21年３月31日現在)

連結貸借対照表の純資産の部
の合計額（千円）

252,741 423,118

普通株式に係る純資産額 
（千円）

252,741 423,118

普通株式の発行済株式数 
（株)

300,100 305,800

普通株式の自己株式数(株) ─ ─

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株）

300,100 305,800

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の 
当期純利益又は当期純損失
（△）(千円)

△448,340 142,775

普通株式に係る当期純利益又
は当期純損失（△）(千円)

△448,340 142,775

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)

299,989 301,849

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳
（株）

  新株予約権 ─ 518

普通株式増加数（株） ─ 518

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

─ ─
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(訂正後) 

 
(注)１. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

     ２． 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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 842円19銭 632円79銭

１株当たり当期純損失（△） △1,494円52銭 △287円68銭

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

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。

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。

項目
前連結会計年度末

（平成20年３月31日現在)
当連結会計年度末 

（平成21年３月31日現在)

連結貸借対照表の純資産の部
の合計額（千円）

252,741 193,507

普通株式に係る純資産額 
（千円）

252,741 193,507

普通株式の発行済株式数 
（株)

300,100 305,800

普通株式の自己株式数(株) ─ ─

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株）

300,100 305,800

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の 
当期純損失（△）(千円)

△448,340 △86,835

普通株式に係る 
当期純損失（△）(千円)

△448,340 △86,835

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)

299,989 301,849

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳
（株）

  新株予約権 ─ 518

普通株式増加数（株） ─ 518

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

─ ─
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【訂正箇所】48～49ページ 

(訂正前) 

5.【個別財務諸表】

(1)【財務諸表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 562,974 147,549

前払費用 11,434 5,310

繰延税金資産 40,689 －

未収入金 318 330

未収還付法人税等 － 626,691

関係会社短期貸付金 100,076 －

その他 17,838 83

貸倒引当金 △46,076 －

流動資産合計 687,255 779,966

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,815 －

機械及び装置（純額） 1,931 1,495

工具、器具及び備品（純額） 4,195 1,764

有形固定資産合計 ※1 10,942 ※1 3,259

無形固定資産

ソフトウエア 819 582

無形固定資産合計 819 582

投資その他の資産

投資有価証券 28,899 18,981

関係会社株式 ※2 5,031,000 ※2 2,314,044

出資金 10 10

長期前払費用 790 －

長期預り敷金保証金 14,951 50

その他 45 45

投資その他の資産合計 5,075,696 2,333,131

固定資産合計 5,087,458 2,336,973

資産合計 5,774,713 3,116,940
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 450,000 200,000

関係会社短期借入金 2,600,000 ※3 650,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2 947,400 ※2 782,150

未払金 15,567 7,421

未払費用 14,571 9,949

未払法人税等 145 265

未払事業所税 － 106

未払消費税等 － 13,034

預り金 1,474 2,414

その他 1,553 －

流動負債合計 4,030,712 1,665,342

固定負債

長期借入金 ※2 1,679,150 ※2 897,000

固定負債合計 1,679,150 897,000

負債合計 5,709,862 2,562,342

純資産の部

株主資本

資本金 102,152 111,272

資本剰余金

資本準備金 118,326 118,326

資本剰余金合計 118,326 118,326

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △149,401 322,947

利益剰余金合計 △149,401 322,947

株主資本合計 71,077 552,545

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,226 2,052

評価・換算差額等合計 △6,226 2,052

純資産合計 64,851 554,597

負債純資産合計 5,774,713 3,116,940
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(訂正後) 

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 562,974 147,549

前払費用 11,434 5,310

繰延税金資産 40,689 －

未収入金 318 330

未収還付法人税等 － 626,691

関係会社短期貸付金 100,076 －

その他 17,838 83

貸倒引当金 △46,076 －

流動資産合計 687,255 779,966

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,815 －

機械及び装置（純額） 1,931 1,495

工具、器具及び備品（純額） 4,195 1,764

有形固定資産合計 ※1 10,942 ※1 3,259

無形固定資産

ソフトウエア 819 582

無形固定資産合計 819 582

投資その他の資産

投資有価証券 28,899 18,981

関係会社株式 ※2 5,031,000 ※2 2,314,044

出資金 10 10

長期前払費用 790 －

敷金及び保証金 14,951 50

その他 45 45

投資その他の資産合計 5,075,696 2,333,131

固定資産合計 5,087,458 2,336,973

資産合計 5,774,713 3,116,940
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 450,000 200,000

関係会社短期借入金 2,600,000 ※3 650,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2 947,400 ※2 782,150

未払金 15,567 7,421

未払費用 14,571 9,949

未払法人税等 145 229,876

未払事業所税 － 106

未払消費税等 － 13,034

預り金 1,474 2,414

その他 1,553 －

流動負債合計 4,030,712 1,894,953

固定負債

長期借入金 ※2 1,679,150 ※2 897,000

固定負債合計 1,679,150 897,000

負債合計 5,709,862 2,791,953

純資産の部

株主資本

資本金 102,152 111,272

資本剰余金

資本準備金 118,326 118,326

資本剰余金合計 118,326 118,326

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △149,401 93,336

利益剰余金合計 △149,401 93,336

株主資本合計 71,077 322,935

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,226 2,052

評価・換算差額等合計 △6,226 2,052

純資産合計 64,851 324,987

負債純資産合計 5,774,713 3,116,940
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【訂正箇所】50～51ページ 

(訂正前) 

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高

製品売上高 3,875,034 －

商品売上高 62,652 －

その他 324,047 －

売上高合計 4,261,734 －

営業収入

経営指導料 － 403,557

受取配当金 － 530,103

営業収益合計 － 933,660

売上原価

製品期首たな卸高 10,719 －

当期製品製造原価 502,902 －

合計 513,622 －

製品期末たな卸高 － －

製品他勘定振替高 ※2 67,721 ※2 －

製品売上原価 445,900 －

商品期首たな卸高 21,982 －

当期商品仕入高 107,011 －

合計 128,994 －

商品期末たな卸高 － －

商品他勘定振替高 ※3 95,107 ※3 －

商品売上原価 33,886 －

商品及び製品売上原価 479,787 －

売上原価 479,787 －

売上総利益 3,781,947 933,660

販売費及び一般管理費 ※1, ※4 3,920,896 ※1, ※4 －

営業費用 － ※1, ※4 275,874

営業利益又は営業損失（△） △138,949 657,785

営業外収益

受取利息 ※1 8,459 ※1 3,819

受取賃貸料 ※1 645 645

保険解約返戻金 － 7,390

その他 2,348 510

営業外収益合計 11,452 12,365

営業外費用

支払利息 ※1 75,181 ※1 62,305

貸与資産減価償却費 623 481

貸倒引当金繰入額 46,076 －

その他 6,695 1,354

営業外費用合計 128,575 64,142
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

経常利益又は経常損失（△） △256,072 606,008

特別利益

子会社株式売却益 1,874 30,120

特別利益合計 1,874 30,120

特別損失

投資有価証券評価損 － 18,196

固定資産除却損 － ※5 5,216

子会社株式評価損 386,095 －

子会社整理損 － 93,457

子会社株式売却損 － 5,955

抱合せ株式消滅差損 13,423 －

特別損失合計 399,519 122,825

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △653,717 513,304

法人税、住民税及び事業税 290 265

法人税等調整額 △10,467 40,689

法人税等合計 △10,177 40,955

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 472,348
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(訂正後) 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高

製品売上高 3,875,034 －

商品売上高 62,652 －

その他 324,047 －

売上高合計 4,261,734 －

営業収入

経営指導料 － 403,557

受取配当金 － 530,103

営業収益合計 － 933,660

売上原価

製品期首たな卸高 10,719 －

当期製品製造原価 502,902 －

合計 513,622 －

製品期末たな卸高 － －

製品他勘定振替高 ※2 67,721 ※2 －

製品売上原価 445,900 －

商品期首たな卸高 21,982 －

当期商品仕入高 107,011 －

合計 128,994 －

商品期末たな卸高 － －

商品他勘定振替高 ※3 95,107 ※3 －

商品売上原価 33,886 －

商品及び製品売上原価 479,787 －

売上原価 479,787 －

売上総利益 3,781,947 933,660

販売費及び一般管理費 ※1, ※4 3,920,896 ※1, ※4 －

営業費用 － ※1, ※4 275,874

営業利益又は営業損失（△） △138,949 657,785

営業外収益

受取利息 ※1 8,459 ※1 3,819

受取賃貸料 ※1 645 645

保険解約返戻金 － 7,390

その他 2,348 510

営業外収益合計 11,452 12,365

営業外費用

支払利息 ※1 75,181 ※1 62,305

貸与資産減価償却費 623 481

貸倒引当金繰入額 46,076 －

その他 6,695 1,354

営業外費用合計 128,575 64,142
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

経常利益又は経常損失（△） △256,072 606,008

特別利益

子会社株式売却益 1,874 30,120

特別利益合計 1,874 30,120

特別損失

投資有価証券評価損 － 18,196

固定資産除却損 － ※5 5,216

子会社株式評価損 386,095 －

子会社整理損 － 93,457

子会社株式売却損 － 5,955

抱合せ株式消滅差損 13,423 －

特別損失合計 399,519 122,825

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △653,717 513,304

法人税、住民税及び事業税 290 229,876

法人税等調整額 △10,467 40,689

法人税等合計 △10,177 270,566

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 242,737
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【訂正箇所】52～53ページ 

(訂正前) 

(4)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 101,610 102,152

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期変動額合計 542 9,120

当期末残高 102,152 111,272

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

資本剰余金合計

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

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 494,139 △149,401

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 472,348

当期変動額合計 △643,540 472,348

当期末残高 △149,401 322,947

利益剰余金合計

前期末残高 494,139 △149,401

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 472,348

当期変動額合計 △643,540 472,348

当期末残高 △149,401 322,947

株主資本合計

前期末残高 714,075 71,077

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 472,348

当期変動額合計 △642,997 481,468

当期末残高 71,077 552,545
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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 △345 △6,226

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5,880 8,278

当期変動額合計 △5,880 8,278

当期末残高 △6,226 2,052

評価・換算差額等合計

前期末残高 △345 △6,226

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5,880 8,278

当期変動額合計 △5,880 8,278

当期末残高 △6,226 2,052

純資産合計

前期末残高 713,729 64,851

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 472,348

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,880 8,278

当期変動額合計 △648,877 489,746

当期末残高 64,851 554,597

30



  
(訂正後) 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 101,610 102,152

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期変動額合計 542 9,120

当期末残高 102,152 111,272

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

資本剰余金合計

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

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 494,139 △149,401

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 242,737

当期変動額合計 △643,540 242,737

当期末残高 △149,401 93,336

利益剰余金合計

前期末残高 494,139 △149,401

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 242,737

当期変動額合計 △643,540 242,737

当期末残高 △149,401 93,336

株主資本合計

前期末残高 714,075 71,077

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 242,737

当期変動額合計 △642,997 251,857

当期末残高 71,077 322,935
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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 △345 △6,226

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,880 8,278

当期変動額合計 △5,880 8,278

当期末残高 △6,226 2,052

評価・換算差額等合計

前期末残高 △345 △6,226

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,880 8,278

当期変動額合計 △5,880 8,278

当期末残高 △6,226 2,052

純資産合計

前期末残高 713,729 64,851

当期変動額

新株の発行 542 9,120

当期純利益又は当期純損失（△） △643,540 242,737

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,880 8,278

当期変動額合計 △648,877 260,135

当期末残高 64,851 324,987
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【訂正箇所】62ページ 

(訂正前) 

 
  

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

  税務上の繰越欠損金 106,275千円

  貸倒引当金 18,748千円

  子会社評価損 153,729千円

  その他 2,680千円

 繰延税金資産小計 281,433千円

 評価性引当金 △240,743千円

 繰延税金資産合計 40,689千円
 

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

 税務上の繰越欠損金 255,898千円

 投資有価証券評価損 7,403千円

 その他有価証券差額金 834千円

 その他 43千円

繰延税金資産小計 264,181千円

評価性引当金 △264,181千円

繰延税金資産合計 ─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

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

  税引前当期純損失を計上しているため、内訳を記載

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

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率               40.7%

  

連結子会社の受取配当金益金不算
入額

△38.0%

評価性引当金の増減 7.9%

欠損による税負担のないもの △2.7%

その他 0.1%

税効果会計適用後の法人税負担率 8.0%
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(訂正後) 

 

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

  税務上の繰越欠損金 106,275千円

  貸倒引当金 18,748千円

  子会社評価損 153,729千円

  その他 2,680千円

 繰延税金資産小計 281,433千円

 評価性引当金 △240,743千円

 繰延税金資産合計 40,689千円

 

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

 関係会社株式評価損 1,048,648千円

 税務上の繰越欠損金 255,898千円

 投資有価証券評価損 7,403千円

 その他有価証券差額金 834千円

 その他 43千円

繰延税金資産小計 1,312,829千円

評価性引当金 △1,312,829千円

繰延税金資産合計 ─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

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

  税引前当期純損失を計上しているため、内訳を記載

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

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率               40.7%

  

連結子会社の受取配当金益金不算
入額

△243.4%

評価性引当金の増減 212.2%

欠損による税負担のないもの △2.7%

留保金課税 44.7%

その他 1.2%

税効果会計適用後の法人税負担率 52.7%
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【訂正箇所】63ページ 

(訂正前) 

 
（注）１． １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  ２． １株当たり当期純利益又は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
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 216円10銭 1,813円60銭

１株当たり当期純利益又は当期純損
失（△）

△2,145円21銭 1,564円85銭

 
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。   

 

1,562円17銭

項目
前事業年度末

（平成20年３月31日)
当事業年度末

（平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額
（千円）

64,851 554,597

普通株式に係る純資産額（千円） 64,851 554,597

普通株式の発行済株式数（株) 300,100 305,800

普通株式の自己株式数(株) ─ ─

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数（株）

300,100 305,800

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当
期純損失（△）(千円)

△643,540 472,348

普通株式に係る当期純利益又は当
期純損失（△）(千円)

△643,540 472,348

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) 299,989 301,849

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に用いられた普通株式
増加数の主要な内訳（株）

  新株予約権 ─ 518

普通株式増加数（株） ─ 518

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

─ ─
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(訂正後) 

 
（注）１． １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  ２． １株当たり当期純利益又は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
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 216円10銭 1,062円74銭

１株当たり当期純利益又は当期純損
失（△）

△2,145円21銭 804円17銭

 
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。   

 

802円79銭

項目
前事業年度末

（平成20年３月31日)
当事業年度末

（平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額
（千円）

64,851 324,987

普通株式に係る純資産額（千円） 64,851 324,987

普通株式の発行済株式数（株) 300,100 305,800

普通株式の自己株式数(株) ─ ─

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数（株）

300,100 305,800

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当
期純損失（△）(千円)

△643,540 242,737

普通株式に係る当期純利益又は当
期純損失（△）(千円)

△643,540 242,737

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) 299,989 301,849

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に用いられた普通株式
増加数の主要な内訳（株）

  新株予約権 ─ 518

普通株式増加数（株） ─ 518

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

─ ─
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