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（訂正）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成 21 年 5 月 15 日に発表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載内容に一部訂正が

ありましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 
１．提出理由 

過年度の決算において『税効果会計』に関する会計処理に誤りが発見され、記載内容の一部に訂正

すべき事項がありました。 

なお、詳しい訂正の経緯及び理由、訂正の内容につきましては、本日付で開示しております「訂正

有価証券報告書の提出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。 

 
２．訂正内容 

   訂正箇所には  を付して表示しております。 
 

 
 

会 社 名  株 式 会 社 昭 文 社

代表者名  代表取締役社長 黒田 茂夫

コード番号  9 4 7 5   東 証 第 一 部

問合せ先  取締役 経営管理本部長 大野 真哉
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① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21 年 3月期  17,307,750 株 20 年 3月期 17,307,750 株 

② 期末自己株式数 21 年 3月期 677,924 株 20 年 3月期 915,274 株 

＜ サマリー情報 ＞ 

（訂正前） 
 

（百万円未満切捨て）  

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) 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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

15,577 

17,623 

％ 

△11.6 

△2.3 

百万円

△1,909

△1,043

％

－ 

－ 

百万円

△1,858

△1,022

％ 

－ 

－ 

百万円 

△6,091 

△1,294 

％

－ 

－ 
 

 
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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

円 銭 

△360.62 

△77.83 

円 銭

－ 

－ 

％

△19.9

△3.7

％ 

△5.1 

△2.5 

％

△12.3

△5.9
（参考） 持分法投資損益  21 年 3月期 △5百万円 20 年 3月期 △15 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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

33,076 

39,794 

百万円

27,418

33,968

％ 

82.9 

84.9 

円 銭

1,648.77

2,059.88
（参考） 自己資本  21 年 3月期 27,418 百万円 20 年 3月期 33,766 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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

2,166 

△62 

百万円

△1,192

△2,862

百万円 

△745 

△632 

百万円

5,315

5,087
 

 

2.  配当の状況 

 1 株当たり配当金 配当金総額 

（年額） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当

率（連結）（基準日） 第 1四半期末 第 2四半期末 第 3四半期末 期末 年間 

 

20 年 3 月期 

21 年 3 月期 

円 銭 

－ 

－ 

円 銭 

0.00 

0.00 

円 銭

－ 

－ 

円 銭

20.00

16.00

円 銭

20.00

16.00

百万円 

327 

266 

％

－ 

－ 

％

0.9

0.9

22 年 3 月期 

（予想） 
－ 0.00 － 20.00 20.00

 
158.4

 
 

3.  平成 22 年 3 月期の連結業績予想（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 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 
 

第 2四半期連結累計期間 

通期 

百万円 

7,030 

15,530 

％ 

△5.8 

△0.3 

百万円

△310

260

％

－ 

－ 

百万円

△320

240

％

－ 

－ 

百万円 

△330 

210 

％ 

－ 

－ 

円 銭

△19.84

12.63

 
 

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 －社（社名                ）     除外 －社（                     ） 

(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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更  有 

（注）詳細は、29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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
 

 

（注）1株当り当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、48 ページ「1株当り情報」をご覧下さい。 
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（参考）個別業績の概要 

1.  平成 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） 
(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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

14,791 

16,828 

％ 

△12.1 

△3.1 

百万円

△1,581

△768

％

－ 

－ 

百万円

△1,525

△696

％ 

－ 

－ 

百万円 

△5,545 

△1,501 

％

－ 

－ 
 

 
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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

円 銭 

△328.29 

△90.31 

円 銭

－ 

－ 
 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

32,420 

38,731 

百万円

28,153

33,950

％ 

86.8 

87.7 

円 銭

1,692.95

2,071.10
（参考） 自己資本  21 年 3月期 28,153 百万円 20 年 3月期 33,950 百万円 
 

 
2.  平成 22 年 3 月期の連結業績予想（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 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 

 

第 2四半期累計期間 

通期 

百万円 

6,650 

14,120 

％ 

△8.3 

△4.5 

百万円

△190

200

％

－ 

－ 

百万円

△160

250

％

－ 

－ 

百万円 

△180 

220 

％ 

－ 

－ 

円 銭

△10.82

13.23

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前 

提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

業績予想に関する事項につきましては、添付資料の 6～7ページをご参照ください。 
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① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21 年 3月期  17,307,750 株 20 年 3月期 17,307,750 株 

② 期末自己株式数 21 年 3月期 677,924 株 20 年 3月期 915,274 株 

 

 （訂正後） 

（百万円未満切捨て）  

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) 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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

15,577 

17,623 

％ 

△11.6 

△2.3 

百万円

△1,909

△1,043

％

－ 

－ 

百万円

△1,858

△1,022

％ 

－ 

－ 

百万円 

△6,120 

△1,294 

％

－ 

－ 
 

 
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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

円 銭 

△362.34 

△77.83 

円 銭

－ 

－ 

％

△20.3

△3.8

％ 

△5.1 

△2.5 

％

△12.3

△5.9
（参考） 持分法投資損益  21 年 3月期 △5百万円 20 年 3月期 △15 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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

33,076 

39,794 

百万円

26,889

33,468

％ 

81.3 

83.6 

円 銭

1,616.93

2,029.35
（参考） 自己資本  21 年 3月期 26,889 百万円 20 年 3月期 33,266 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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

2,166 

△62 

百万円

△1,192

△2,862

百万円 

△745 

△632 

百万円

5,315

5,087
 

 

2.  配当の状況 

 1 株当たり配当金 配当金総額 

（年額） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当

率（連結）（基準日） 第 1四半期末 第 2四半期末 第 3四半期末 期末 年間 

 

20 年 3 月期 

21 年 3 月期 

円 銭 

－ 

－ 

円 銭 

0.00 

0.00 

円 銭

－ 

－ 

円 銭

20.00

16.00

円 銭

20.00

16.00

百万円 

327 

266 

％

－ 

－ 

％

1.0

0.9

22 年 3 月期 

（予想） 
－ 0.00 － 20.00 20.00

 
158.4

 
 

3.  平成 22 年 3 月期の連結業績予想（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 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 
 

第 2四半期連結累計期間 

通期 

百万円 

7,030 

15,530 

％ 

△5.8 

△0.3 

百万円

△310

260

％

－ 

－ 

百万円

△320

240

％

－ 

－ 

百万円 

△330 

210 

％ 

－ 

－ 

円 銭

△19.84

12.63

 
 

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 －社（社名                ）     除外 －社（                     ） 

(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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更  有 

（注）詳細は、29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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
 

 

（注）1株当り当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、48 ページ「1株当り情報」をご覧下さい。 
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（参考）個別業績の概要 

1.  平成 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） 
(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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

14,791 

16,828 

％ 

△12.1 

△3.1 

百万円

△1,581

△768

％

－ 

－ 

百万円

△1,525

△696

％ 

－ 

－ 

百万円 

△5,574 

△1,501 

％

－ 

－ 
 

 
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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

円 銭 

△330.00 

△90.31 

円 銭

－ 

－ 
 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

32,420 

38,731 

百万円

27,623

33,449

％ 

85.2 

86.4 

円 銭

1,661.11

2,040.57
（参考） 自己資本  21 年 3月期 27,623 百万円 20 年 3月期 33,449 百万円 
 

 
2.  平成 22 年 3 月期の連結業績予想（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 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 

 

第 2四半期累計期間 

通期 

百万円 

6,650 

14,120 

％ 

△8.3 

△4.5 

百万円

△190

200

％

－ 

－ 

百万円

△160

250

％

－ 

－ 

百万円 

△180 

220 

％ 

－ 

－ 

円 銭

△10.82

13.23

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前 

提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

業績予想に関する事項につきましては、添付資料の 6～7ページをご参照ください。 
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＜ 添付資料 ＞ 

 

１．経 営 成 績  
（１）経営成績に関する分析 

 （ 当期の経営成績 ） 

  ① 業績全般の動向 

（訂正前） 

  ～前略～ 

・ 保有有価証券の評価損の計上 

当社グループの保有する上場株式および取引相場のない株式に対して時価評価を行

なった結果、投資有価証券評価損 47 百万円を計上いたしました。 

上記特別損益の計上により、当連結会計年度におきましては、当期純損失が 60 億 91 百

万円（前連結会計年度年度比 47 億 96 百万円の損失拡大）となりました。 

 

（訂正後） 

  ～前略～ 

・ 保有有価証券の評価損の計上 

当社グループの保有する上場株式および取引相場のない株式に対して時価評価を行

なった結果、投資有価証券評価損 47 百万円を計上いたしました。 

上記特別損益の計上により、当連結会計年度におきましては、当期純損失が 61 億 20 百

万円（前連結会計年度年度比 48 億 25 百万円の損失拡大）となりました。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

（訂正前） 

  （ 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 ） 

 当連結会計年度末における資産合計は 330 億 76 百万円となり、前連結会計年度末に比

べ 67 億 18 百万円（16.9％）減少いたしました。この主な要因は、現金及び預金が 2 億 24

百万円、㈱昭文社デジタルソリューションの完全子会社化によりのれんが 3 億 90 百万円増

加した一方で、受取手形及び売掛金が 11 億 35 百万円、商品および製品が 8 億 33 百万

円減少するとともに、期末に減損処理を行なったことによりデータベースが 35 億 40 百万円、

無形固定資産その他が 3 億 16 百万円、また時価評価を行ったことにより投資有価証券が

5 億 09 百万円減少したことであります。負債合計は 56 億 57 百万円となり、前連結会計年

度末に比べ 1 億 68 百万円（2.9％）減少いたしました。この主な要因はリース資産に対して

減損処理を行ったことにより固定負債その他が 3 億 62 百万円、流動負債その他が 1 億 61

百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が 2 億 51 百万円、返品調整引当金が 2 億

18万円減少したことであります。純資産においては、利益剰余金が剰余金の配当および当

期純損失により 66 億 5 百万円、その他有価証券評価差額金が 3 億 51 百万円減少した一

方で、株式交換による自己株式の処分により 6 億 13 百万円増加したことにより、純資産合

計は 65 億 50 百万円（19.3％）減少し、274 億 18 百万円となりました。 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

税金等調整前当期純損失が 62 億 49 百万円となったことに対し、固定資産減損損失が 41

6



 

 

億 22 百万円、減価償却費及びその他の償却費が 17 億 8 百万円であったとともに売上債

権の減少額が 11 億 35 百万円、たな卸資産の減少額が 9 億 79 百万円となった一方で、

無形固定資産の取得が 10 億 37 百万円、配当金の支払額が 3 億 26 百万円ありましたが、

その期末残高は前連結会計年度末に比べ 2 億 28 百万円増加し、53 億 15 百万円となりま

した。 

 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 21 億 66 百万円となり、前連結会計年度に比べ 22

億 29 百万円増加（前連結会計年度では 62 百万円の使用）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益が 52 億円減少した一方で、固定資産減損損

失が 41 億 22 百万円あったことに加え、減価償却費及びその他の償却費等が 1 億 97

百万円、売上債権の減少額が 3 億 35 百万円前連結会計年度に比べ増加するとともに、

たな卸資産の減少額が 9 億 79 百万円となり 12 億 34 百万円増加したことが主な要因

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 11 億 92 百万円となり、前連結会計年度に比べ 16

億 70 百万円（58.3%）減少となりました。 

これは主に、無形固定資産の取得による支出が 10 億 49 百万円、長期性預金の預

入による支出が 6 億円前連結会計年度に比べ減少した一方で、有形固定資産の売却

による収入が 1 億 2 百万円減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 7 億 45 百万円となり、前連結会計年度に比べ 1 億

12 百万円（17.9%）増加しました。 

これは主に、短期借入金の純増減額が 1 億 46 百万円の減少となり前連結会計年度

に比べ 2 億 72 百万円減少した一方で、長期借入による収入が前連結会計年度に比べ

80 百万円増加、自己株式の取得による支出が 51 百万円減少したことによるものであり

ます。 

 

（ キャッシュ・フロー関連指標の推移 ） 

   17年3月期 18年3月期 19 年3 月期 20年3月期 21年3月期

自己資本比率（％） 82.6 84.6 83.7 84.9 82.9 

時価ベースの自己資本比率(%) 57.2 78.5 54.5 35.8 23.3 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率

(%) 

103.0 83.3 388.8 －  70.1 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾚッｼﾞ・ﾚｼｵ 
(倍) 

41.0 49.7 11.0 －  76.3 

   （注） 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

       時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

       ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 
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       ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ ： 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出

しております。 

※ 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書の営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰを使用し

ております。 

※ 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰがマイナスの場合は「－」と記載しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全

ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書

の利息の支払額を使用しております。 

 

（訂正後） 

（ 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 ） 

 当連結会計年度末における資産合計は 330 億 76 百万円となり、前連結会計年度末に比

べ 67 億 18 百万円（16.9％）減少いたしました。この主な要因は、現金及び預金が 2 億 24

百万円、㈱昭文社デジタルソリューションの完全子会社化によりのれんが 3 億 90 百万円増

加した一方で、受取手形及び売掛金が 11 億 35 百万円、商品および製品が 8 億 33 百万

円減少するとともに、期末に減損処理を行なったことによりデータベースが 35 億 40 百万円、

無形固定資産その他が 3 億 16 百万円、また時価評価を行ったことにより投資有価証券が

5 億 09 百万円減少したことであります。負債合計は 61 億 86 百万円となり、前連結会計年

度末に比べ 1 億 39 百万円（2.2％）減少いたしました。この主な要因はリース資産に対して

減損処理を行ったことにより固定負債その他が 3 億 62 百万円、流動負債その他が 1 億 61

百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が 2 億 51 百万円、返品調整引当金が 2 億

18万円減少したことであります。純資産においては、利益剰余金が剰余金の配当および当

期純損失により 66 億 34 百万円、その他有価証券評価差額金が 3 億 51 百万円減少した

一方で、株式交換による自己株式の処分により 6 億 13 百万円増加したことにより、純資産

合計は 65 億 79 百万円（19.7％）減少し、268 億 89 百万円となりました。 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

税金等調整前当期純損失が 62 億 49 百万円となったことに対し、固定資産減損損失が 41

億 22 百万円、減価償却費及びその他の償却費が 17 億 8 百万円であったとともに売上債

権の減少額が 11 億 35 百万円、たな卸資産の減少額が 9 億 79 百万円となった一方で、

無形固定資産の取得が 10 億 37 百万円、配当金の支払額が 3 億 26 百万円ありましたが、

その期末残高は前連結会計年度末に比べ 2 億 28 百万円増加し、53 億 15 百万円となりま

した。 

 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 21 億 66 百万円となり、前連結会計年度に比べ 22

億 29 百万円増加（前連結会計年度では 62 百万円の使用）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益が 52 億円減少した一方で、固定資産減損損

失が 41 億 22 百万円あったことに加え、減価償却費及びその他の償却費等が 1 億 97

百万円、売上債権の減少額が 3 億 35 百万円前連結会計年度に比べ増加するとともに、

たな卸資産の減少額が 9 億 79 百万円となり 12 億 34 百万円増加したことが主な要因

であります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 11 億 92 百万円となり、前連結会計年度に比べ 16

億 70 百万円（58.3%）減少となりました。 

これは主に、無形固定資産の取得による支出が 10 億 49 百万円、長期性預金の預

入による支出が 6 億円前連結会計年度に比べ減少した一方で、有形固定資産の売却

による収入が 1 億 2 百万円減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 7 億 45 百万円となり、前連結会計年度に比べ 1 億

12 百万円（17.9%）増加しました。 

これは主に、短期借入金の純増減額が 1 億 46 百万円の減少となり前連結会計年度

に比べ 2 億 72 百万円減少した一方で、長期借入による収入が前連結会計年度に比べ

80 百万円増加、自己株式の取得による支出が 51 百万円減少したことによるものであり

ます。 

 

（ キャッシュ・フロー関連指標の推移 ） 

   17年3月期 18年3月期 19 年3 月期 20年3月期 21年3月期

自己資本比率（％） 81.7 83.4 82.5 83.6 81.3 

時価ベースの自己資本比率(%) 57.4 78.5 54.5 35.8 23.3 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率

(%) 

103.0 83.3 388.8 －  70.1 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾚッｼﾞ・ﾚｼｵ 
(倍) 

41.0 49.7 11.0 －  76.3 

   （注） 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

       時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

       ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

       ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ ： 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出

しております。 

※ 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書の営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰを使用し

ております。 

※ 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰがマイナスの場合は「－」と記載しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全

ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書

の利息の支払額を使用しております。 
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

（訂正前） 

(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 4,071,036 4,295,276 
    受取手形及び売掛金 5,164,905 4,029,619 
    有価証券 1,016,138 1,020,263 
    商品及び製品 2,827,354 1,993,664 
    仕掛品 758,096 613,167 
    原材料及び貯蔵品 8,702 7,627 
    繰延税金資産 477,378 636,935 
    その他 923,312 362,786 
    貸倒引当金 △20,861 △15,289 
    流動資産合計 15,226,061 12,944,051 
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 8,059,510 8,077,801 
        減価償却累計額 △4,321,607 △4,514,330 
        建物及び構築物（純額） 3,737,902 3,563,471 
      機械装置及び運搬具 769,536 515,077 
        減価償却累計額 △516,110 △414,147 
        機械装置及び運搬具（純額） 253,426 100,930 
      工具、器具及び備品 1,467,304 1,485,713 
        減価償却累計額 △1,167,976 △1,237,501 
        工具、器具及び備品（純額） 299,328 248,211 
      土地 6,318,172 6,246,850 
      有形固定資産合計 10,608,830 10,159,463 
    無形固定資産     

      データベース 10,089,205 6,548,423 
      のれん 144,665 534,669 
      その他 797,812 481,017 
      無形固定資産合計 11,031,682 7,564,110 
    投資その他の資産     

      投資有価証券 1,979,072 1,469,516 
      その他 1,097,503 1,096,032 
      貸倒引当金 △148,746 △157,090 
      投資その他の資産合計 2,927,829 2,408,458 
    固定資産合計 24,568,342 20,132,032 
  資産合計 39,794,404 33,076,083 
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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 1,211,849 959,887 
    短期借入金 993,000 847,000 
    1年内返済予定の長期借入金 393,056 308,120 
    未払費用 409,595 581,496 
    未払法人税等 11,586 53,898 
    未払消費税等 22,409 27,757 
    賞与引当金 351,293 240,686 
    返品調整引当金 1,056,698 838,644 
    受注損失引当金 2,849 1,663 
    その他 187,014 348,627 
    流動負債合計 4,639,351 4,207,780 
  固定負債     

    長期借入金 376,294 362,839 
    繰延税金負債 201,877 71,215 
    退職給付引当金 523,462 568,473 
    役員退職慰労引当金 82,900 82,500 
    その他 1,590 364,481 
    固定負債合計 1,186,125 1,449,510 
  負債合計 5,825,476 5,657,290 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 9,903,870 9,903,870 
    資本剰余金 10,708,236 10,708,236 
    利益剰余金 13,820,558 7,215,030 
    自己株式 △1,138,142 △524,201 
    株主資本合計 33,294,522 27,302,935 
  評価・換算差額等     

    その他有価券評価差額金 459,844 108,120 
   為替換算調整勘定 12,116 7,737 
    評価・換算差額等合計 471,961 115,857 
  少数株主持分 202,444 － 
  純資産合計 33,968,927 27,418,793 

負債純資産合計 39,794,404 33,076,083 
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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 4 ,071,036 4,295,276 
    受取手形及び売掛金 5,164,905 4,029,619 
    有価証券 1,016,138 1,020,263 
    商品及び製品 2,827,354 1,993,664 
    仕掛品 758,096 613,167 
    原材料及び貯蔵品 8,702 7,627 
    繰延税金資産 477,378 636,935 
    その他 923,312 362,786 
    貸倒引金 △20,861 △15,289 
    流動資産合計 15,226,061 12,944,051 
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 8,059,510 8,077,801 
        減価償却累計額 △4,321,607 △4,514,330 
        建物及び構築物（純額） 3,737,902 3,563,471 
      機械装置及び運搬具 769,536 515,077 
        減価償却累計額 △516,110 △414,147 
        機械装置及び運搬具（純額） 253,426 100,930 
      工具、器具及び備品 1,467,304 1,485,713 
        減価償却累計額 △1,167,976 △1,237,501 
        工具、器具及び備品（純額） 299,328 248,211 
      土地 6,318,172 6,246,850 
      有形固定資産合計 10,608,830 10,159,463 
    無形固定資産    

      データベース 10,089,205 6,548,423 
     のれん 144,665 534,669 
      その他 797,812 481,017 
      無形固定資産合計 11,031,682 7,564,110 
    投資その他の資産     

      投資有価証券 1,979,072 1,469,516 
      その他 1,097,503 1,096,032 
      貸倒引当金 △148,746 △157,090 
      投資その他の資産合計 2,927,829 2,408,458 
    固定資産合計 24,568,342 20,132,032 
  資産合計 39,794,404 33,076,083 
              

  

12



(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 1,211,849 959,887 
    短期借入金 993,000 847,000 
    1年内返済予定の長期借入金 393,056 308,120 
    未払費用 409,595 581,496 
    未払法人税等 11,586 53,898 
    未払消費税等 22,409 27,757 
    賞与引当金 351,293 240,686 
    返品調整引当金 1,056,698 838,644 
    受注損失引当金 2,849 1,663 
    その他 187,014 348,627 
    流動負債合計 4,639,351 4,207,780 
  固定負債     

    長期借入金 376,294 362,839 
    繰延税金負債 702,346 600,712 
    退職給付引当金 523,462 568,473 
    役員退職慰労引当金 82,900 82,500 
    その他 1,590 364,481 
    固定負債合計 1,686,593 1,979,006 
  負債合計 6,325,945 6,186,786 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 9,903,870 9,903,870 
    資本剰余金 10,708,236 10,708,236 
    利益剰余金 13,320,089 6,685,534 
    自己株式 △1,138,142 △524,201 
    株主資本合計 32,794,053 26,773,439 
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 459,844 108,120 
    為替換算調整勘定 12,116 7,737 
    評価・換算差額等合計 471,961 115,857 
  少数株主持分 202,444 － 
  純資産合計 33,468,459 26,889,296 

負債純資産合計 39,794,404 33,076,083 
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（２）連結損益計算書 

 （訂正前） 

(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 17,623,383 15,577,739 

売上原価 13,497,072 12,804,350 

売上総利益 4,126,311 2,773,389 

返品調整引当金戻入額 1,268,667 1,056,698 

返品調整引当金繰入額 1,056,698 838,644 

返品調整引当金繰入差額 △211,969 △218,054 

差引売上総利益 4,338,280 2,991,443 

販売費及び一般管理費 5,381,842 4,901,002 

営業損失（△） △1,043,562 △1,909,559 

営業外収益     

  受取利息 20,191 12,200 
  受取配当金 20,013 20,345 
  受取賃貸料 32,302 26,109 
  保険配当金 8,370 4,753 
  還付消費税等 － 36,640 
  その他 24,452 23,605 
  営業外収益合計 105,330 123,654 

営業外費用     

  支払利息 42,981 28,817 
  賃貸収入原価 17,363 15,562 
  持分法による投資損失 15,405 5,643 
  その他 8,129 22,182 
  営業外費用合計 83,880 72,206 

経常損失（△） △1,022,112 △1,858,111 

特別利益     

  固定資産売却益 76,393 198 
  貸倒引当金戻入額 67,067 5,627 
  退職給付引当金戻入額 － 270,617 
  役員退職慰労引当金戻入額 － 16,200 
  特別利益合計 143,460 292,643 

特別損失     

  固定資産売却損 2,011 7,447 
  固定資産除却損 2,479 290,946 
  ソフトウェア評価損 41,366 － 
  減損損失 － 4,122,941 
  投資有価証券売却損 － 10,000 
  投資有価証券評価損 123,546 47,697 
  会員権評価損 726 4,080 
  特別退職金 － 200,817 
  特別損失合計 170,130 4,683,930 
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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) 

税金等調整前当期純損失（△） △1,048,781 △6,249,398 

法人税、住民税及び事業税 35,922 30,410 

法人税等調整額 280,124 △188,585 

法人税等合計 316,046 △158,175 

少数株主損失（△） △70,371 － 

当期純損失（△） △1,294,456 △6,091,223 
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（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 17,623,383 15,577,739 

売上原価 13,497,072 12,804,350 

売上総利益 4,126,311 2,773,389 

返品調整引当金戻入額 1,268,667 1,056,698 

返品調整引当金繰入額 1,056,698 838,644 

返品調整引当金繰入差額 △211,969 △218,054 

差引売上総利益 4,338,280 2,991,443 

販売費及び一般管理費 5,381,842 4,901,002 

営業損失（△） △1,043,562 △1,909,559 

営業外収益     

  受取利息 20,191 12,200 
  受取配当金 20,013 20,345 
  受取賃貸料 32,302 26,109 
  保険配当金 8,370 4,753 
  還付消費税等 － 36,640 
  その他 24,452 23,605 
  営業外収益合計 105,330 123,654 

営業外費用     

  支払利息 42,981 28,817 
  賃貸収入原価 17,363 15,562 
  持分法による投資損失 15,405 5,643 
  その他 8,129 22,182 
  営業外費用合計 83,880 72,206 

経常損失（△） △1,022,112 △1,858,111 

特別利益     

  固定資産売却益 76,393 198 
  貸倒引当金戻入額 67,067 5,627 
  退職給付引当金戻入額 － 270,617 
  役員退職慰労引当金戻入額 － 16,200 
  特別利益合計 143,460 292,643 

特別損失     

  固定資産売却損 2,011 7,447 
  固定資産除却損 2,479 290,946 
  ソフトウェア評価損 41,366 － 
  減損損失 － 4,122,941 
  投資有価証券売却損 － 10,000 
  投資有価証券評価損 123,546 47,697 
  会員権評価損 726 4,080 
  特別退職金 － 200,817 
  特別損失合計 170,130 4,683,930 
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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) 

税金等調整前当期純損失（△） △1,048,781 △6,249,398 

法人税、住民税及び事業税 35,922 30,410 

法人税等調整額 280,124 △159,557 

法人税等合計 316,046 △129,147 

少数株主損失（△） △70,371 － 

当期純損失（△） △1,294,456 △6,120,251 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 （訂正前） 

(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 9,903,870 9,903,870 
    当期変動額     

      当期変動額合計 － － 
    当期末残高 9,903,870 9,903,870 
  資本剰余金     

    前期末残高 10,708,236 10,708,236 
    当期変動額     

      当期変動額合計 － － 
    当期末残高 10,708,236 10,708,236 
  利益剰余金     

    前期末残高 15,448,201 13,820,558 
    当期変動額     

      剰余金の配当 △333,184 △327,849 
      当期純損失（△） △1,294,456 △6,091,223 
      自己株式の処分 △2 △186,454 
      当期変動額合計 △1,627,642 △6,605,527 
    当期末残高 13,820,558 7,215,030 
  自己株式     

    前期末残高 △913,549 △1,138,142 
    当期変動額     

      自己株式の取得 △226,000 △174,369 
      自己株式の処分 1,408 788,310 
      当期変動額合計 △224,592 613,941 
    当期末残高 △1,138,142 △524,201 
  株主資本合計     

    前期末残高 35,146,757 33,294,522 
    当期変動額     

      剰余金の配当 △333,184 △327,849 
      当期純損失（△） △1,294,456 △6,091,223 
      自己株式の取得 △226,000 △174,369 
      自己株式の処分 1,406 601,855 
      当期変動額合計 △1,852,235 △5,991,586 
    当期末残高 33,294,522 27,302,935 
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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) 

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 699,384 459,844 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△239,540 △351,723 

      当期変動額合計 △239,540 △351,723 
    当期末残高 459,844 108,120 
  為替換算調整勘定     

    前期末残高 11,389 12,116 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
727 △4,379 

      当期変動額合計 727 △4,379 
    当期末残高 12,116 7,737 
  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 710,773 471,961 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△238,812 △356,103 

      当期変動額合計 △238,812 △356,103 
    当期末残高 471,961 115,857 

少数株主持分     

  前期末残高 278,123 202,444 
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,678 △202,444 
    当期変動額合計 △75,678 △202,444 
  当期末残高 202,444 － 

純資産合計     

  前期末残高 36,135,654 33,968,927 
  当変動額     

    剰余金の配当 △333,184 △327,849 
    当期純損失（△） △1,294,456 △6,091,223 
    自己株式の取得 △226,000 △174,369 
    自己株式の処分 1,406 601,855 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △314,491 △558,547 
    当期変動額合計 △2,166,726 △6,550,134 
  当期末残高 33,968,927 27,418,793 
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（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 9,903,870 9,903,870 
    当期変動額     

      当期変動額合計 － － 
    当期末残高 9,903,870 9,903,870 
  資本剰余金     

    前期末残高 10,708,236 10,708,236 
    当期変動額     

      当期変動額合計 － － 
    当期末残高 10,708,236 10,708,236 
  利益剰余金     

    前期末残高 14,947,732 13,320,089 
    当期変動額     

      剰余金の配当 △333,184 △327,849 
      当期純損失（△） △1,294,456 △6,120,251 
      自己株式の処分 △2 △186,454 
      当期変動額合計 △1,627,642 △6,634,555 
    当期末残高 13,320,089 6,685,534 
  自己株式     

    前期末残高 △913,549 △1,138,142 
    当期変動額     

      自己株式の取得 △226,000 △174,369 
      自己株式の処分 1,408 788,310 
      当期変動額合計 △224,592 613,941 
    当期末残高 △1,138,142 △524,201 
  株主資本合計     

    前期末残高 34,646,289 32,794,053 
    当期変動額     

      剰余金の配当 △333,184 △327,849 
      当期純損失（△） △1,294,456 △6,120,251 
      自己株式の取得 △226,000 △174,369 
      自己株式の処分 1,406 601,855 
      当期変動額合計 △1,852,235 △6,020,614 
    当期末残高 32,794,053 26,773,439 
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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) 

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 699,384 459,844 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△239,540 △351,723 

      当期変動額合計 △239,540 △351,723 
    当期末残高 459,844 108,120 
  為替換算調整勘定     

    前期末残高 11,389 12,116 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
727 △4,379 

      当期変動額合計 727 △4,379 
    当期末残高 12,116 7,737 
  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 710,773 471,961 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△238,812 △356,103 

      当期変動額合計 △238,812 △356,103 
    当期末残高 471,961 115,857 

少数株主持分     

  前期末残高 278,123 202,444 
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,678 △202,444 
    当期変動額合計 △75,678 △202,444 
  当期末残高 202,444 － 

純資産合計     

  前期末残高 35,635,185 33,468,459 
  当期変動額     

    剰余金の配当 △333,184 △327,849 
    当期純損失（△） △1,294,456 △6,120,251 
    自己株式の取得 △226,000 △174,369 
    自己株式の処分 1,406 601,855 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △314,491 △558,547 
    当期変動額合計 △2,166,726 △6,579,162 
  当期末残高 33,468,459 26,889,296 
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注記事項 

（税効果会計関係） 

（訂正前） 

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             （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） 

繰延税金資産       

返品調整引当金損金算入限度超過額 406,525   278,136 

退職給付引当金損金算入額否認 212,869   231,163 

未払事業税否認 1,776   9,583 

賞与引当金損金算入額否認 142,881   97,894 

役員退職慰労引当金損金算入額否認 33,740   33,577 

貸倒引当金損金算入限度超過額 23,965   43,107 

会員権評価損否認 93,592   94,096 

投資有価証券評価損否認 514,378   543,762 

たな卸資産評価損否認 81,568   55,589 

無形固定資産償却限度超過額 47,137   66,456 

減損損失 194,214   1,990,753 

繰越欠損金 541,934   1,411,605 

その他 92,540   173,647 

繰延税金資産小計 2,387,125   5,029,375 

評価性引当額 △1,899,624   △4,392,440 

繰延税金資産合計 487,500   636,935 

繰延税金負債       

土地評価に係る繰延税金負債 △78,467   △49,439 

その他有価証券評価差額金 △117,267   △15,633 

その他 △16,264   △6,142 

繰延税金負債合計 △212,000   △71,215 

繰延税金資産の純額 275,500   565,720 
  

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

  
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） 

流動資産－繰延税金資産 477,378   636,935 

固定資産－繰延税金資産 －   － 

流動負債－繰延税金負債 －   － 

固定負債－繰延税金負債 △201,877   △71,215 
  

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 

  
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） 

法定実効税率 40.7％   40.7％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.5％   △0.1％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.4％   0.1％ 

住民税均等割等 △3.4％   △0.5％ 

未実現利益税効果未認識額 △1.6％   2.3％ 

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 △64.6％   △39.9％ 

その他 △1.1％   △0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △30.1％   2.5％ 

 （訂正後） 
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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             （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） 

繰延税金資産       

返品調整引当金損金算入限度超過額 406,525   278,136 

退職給付引当金損金算入額否認 212,869   231,163 

未払事業税否認 1,776   9,583 

賞与引当金損金算入額否認 142,881   97,894 

役員退職慰労引当金損金算入額否認 33,740   33,577 

貸倒引当金損金算入限度超過額 23,965   43,107 

会員権評価損否認 93,592   94,096 

投資有価証券評価損否認 514,378   543,762 

たな卸資産評価損否認 81,568   55,589 

無形固定資産償却限度超過額 47,137   66,456 

土地評価に係る繰延税金資産 500,468  529,496 

減損損失 194,214   1,990,753 

繰越欠損金 541,934   1,411,605 

その他 86,270   173,647 

繰延税金資産小計 2,881,324   5,558,872 

評価性引当額 △2,393,823   △4,921,936 

繰延税金資産合計 487,500   636,935 

繰延税金負債       

土地評価に係る繰延税金負債 △578,936   △578,936 

その他有価証券評価差額金 △117,267   △15,633 

その他 △16,264   △6,142 

繰延税金負債合計 △712,468   △600,712 

繰延税金資産又は繰延税金負債の純額 △224,968   36,223 
  

繰延税金資産又は繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

  
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） 

流動資産－繰延税金資産 477,378   636,935 

固定資産－繰延税金資産 －   － 

流動負債－繰延税金負債 －   － 

固定負債－繰延税金負債 △702,346   △600,712 
  

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 

  
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） 

法定実効税率 40.7％   40.7％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.5％   △0.1％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.4％   0.1％ 

住民税均等割等 △3.4％   △0.5％ 

未実現利益税効果未認識額 △1.6％   2.3％ 

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 △64.6％   △40.4％ 

その他 △1.1％   0.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △30.1％   2.1％ 
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（１株当たり情報） 

（訂正前） 

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 2,059円88銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △77円83銭 
  

１株当たり純資産額 1,648円77銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △360円62銭 
  

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、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金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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株当たり当期純損失金額     

当期純損失（△）（千円） △1,294,456 △6,091,223 

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） △1,294,456 △6,091,223 

期中平均株式数（千株） 16,632 16,890 

      

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（千円） － － 

 普通株式増加数（千株） － － 

 （うち旧商法第280条ノ19の規定に基づく新

株引受権（千株）） 
(－) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 新株引受権（旧商法第280条

ノ19の規定によるストックオプ

ション）１種類（新株引受権の

数103,500株）。 

 上記の新株引受権は、平成19

年６月30日において消滅してお

ります。 

 ─────── 
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（１株当たり情報） 
（訂正後） 

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 2,029円35銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △77円83銭 
  

１株当たり純資産額 1,616円93銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △362円34銭 
  

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、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金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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株当たり当期純損失金額     

当期純損失（△）（千円） △1,294,456 △6,120,251 

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） △1,294,456 △6,120,251 

期中平均株式数（千株） 16,632 16,890 

      

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（千円） － － 

 普通株式増加数（千株） － － 

 （うち旧商法第280条ノ19の規定に基づく新

株引受権（千株）） 
(－) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 新株引受権（旧商法第280条

ノ19の規定によるストックオプ

ション）１種類（新株引受権の

数103,500株）。 

 上記の新株引受権は、平成19

年６月30日において消滅してお

ります。 

 ─────── 
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５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（訂正前） 

(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 3,433,941 3,579,935 
    受取手形 144,616 45,125 
    売掛金 4,664,914 3,639,810 
    有価証券 1,016,138 1,020,263 
    製品 2,822,713 － 
   商品及び製品 － 1,980,210 
    仕掛品 545,403 548,432 
    原材料 6,654 － 
    貯蔵品 2,027 － 
    原材料及び貯蔵品 － 7,612 
    前渡金 420,939 274,636 
    前払費 41,626 50,523 
    繰延税金資産 455,945 634,403 
    その他 352,003 34,943 
    貸倒引当金 △20,200 △14,739 
    流動資産合計 13,886,725 11,801,158 
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 6,823,209 6,840,417 
        減価償却累計額 △3,645,633 △3,806,570 
        建物（純額） 3,177,575 3,033,847 
      構築物 113,746 113,245 
        減価償却累計額 △94,452 △96,538 
        構築物（純額） 19,293 16,707 
      機械及び装置 367,154 367,154 
        減価償却累計額 △317,899 △325,880 
        機械及び装置（純額） 49,255 41,274 
      車両運搬具 156,076 126,501 
        減価償却累計額 △96,142 △80,935 
        車両運搬具（純額） 59,933 45,565 
      工具、器具及び備品 901,038 942,187 
        減価償却累計額 △737,469 △789,888 
       工具、器具及び備品（純額） 163,568 152,299 
      土地 6,086,484 6,015,162 
      有形固定資産合計 9,556,112 9,304,856 
    無形固定資産     

      データベース 9,790,091 6,617,704 
      ソフトウエア 634,923 167,796 
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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) 
      その他 7,580 7,344 
      無形固定資産合計 10,432,596 6,792,846 
    投資その他の資産     

      投資有価証券 1,968,720 1,459,402 
      関係会社株式 1,375,690 2,027,545 
     出資金 110 10 
      関係会社出資金 73,500 19,000 
      長期貸付金 20,500 4 
      従業員に対する長期貸付金 30,531 28,564 
      関係会社長貸付金 550,000 100,000 
      破産更生債権等 409,432 434,334 
      長期前払費用 1,080 1,123 
      長期預金 600,000 600,000 
      その他 303,968 358,226 
      貸倒引当金 △477,776 △506,150 
      投資その他の資産合計 4,855,757 4,522,061 
    固定資産合計 24,844,465 20,619,764 
  資産合計 38,731,191 32,420,922 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 1,347,620 988,307 
    短期借入金 847,000 847,000 
    未払金 50,988 71,595 
    未払費用 335,466 518,302 
    未払法人税等 2,984 47,389 
    未払消費税等 － 17,507 
    前受金 50,167 49,322 
    預り金 49,314 42,734 
    前受収益 304 315 
    賞引当金 303,035 207,809 
    返品調整引当金 1,056,698 838,644 
    その他 14,391 13,878 
    流動負債合計 4,057,972 3,642,805 
  固定負債     

    繰延税金負債 201,788 71,215 
    退職給付引当金 438,045 470,869 
    役員退職慰労引当金 82,900 82,500 
    長期預り保証金 90 100 
    固定負債合計 722,823 624,684 
  負債合計 4,780,795 4,267,490 
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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) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 9,903,870 9,903,870 
    資本剰余金     

      資本準備金 10,708,236 10,708,236 
      資本剰余金合計 10,708,236 10,708,236 
    利益剰余金     

      利益準備金 244,000 244,000 
      その他利益剰余金     

        別途積立金 13,100,000 13,100,000 
        繰越利益剰余金 672,689 △5,386,640 
      利益剰余金合計 14,016,689 7,957,359 
    自己株式 △1,138,142 △524,201 
    株主資本合計 33,490,652 28,045,264 
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 459,742 108,167 
    評価・換算差額等合計 459,742 108,167 
  純資産合計 33,950,395 28,153,431 

負債純資産合計 38,731,191 32,420,922 
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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 3,433,941 3,579,935 
    受取手形 144,616 45,125 
    売掛金 4,664,914 3,639,810 
    有価証券 1,016,138 1,020,263 
    製品 2,822,713 － 
    商品及び製品 － 1,980,210 
    仕掛品 545,403 548,432 
    原材料 6,654 － 
    貯蔵品 2,027 － 
    原材料及び貯蔵品 － 7,612 
    前渡金 420,939 274,636 
    前払費用 41,626 50,523 
    繰延税金資産 455,945 634,403 
    その他 352,003 34,943 
    貸倒引当金 △20,200 △14,739 
    流動資産合計 13,886,725 11,801,158 
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 6,823,209 6,840,417 
        減価償却累計額 △3,645,633 △3,806,570 
        建物（純額） 3,177,575 3,033,847 
      構築物 113,746 113,245 
        減価償却累計額 △94,452 △96,538 
        構築物（純額） 19,293 16,707 
      機械及び装置 367,154 367,154 
        減価償却累計額 △317,899 △325,880 
        機械及び装置（純額） 49,255 41,274 
      車両運搬具 156,076 126,501 
        減価償却累計額 △96,142 △80,935 
        車両運搬具（純額） 59,933 45,565 
      工具、器具及び備品 901,038 942,187 
        減価償却累計額 △737,469 △789,888 
        工具、器具及び備品（純額） 163,568 152,299 
      土地 6,086,484 6,015,162 
      有形固定資産合計 9,556,112 9,304,856 
    無形固定資産     

      データベース 9,790,091 6,617,704 
      ソフトウエア 634,923 167,796 
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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) 
      その他 7,580 7,344 
      無形固定資産合計 10,432,596 6,792,846 
    投資その他の資産     

      投資有価証券 1,968,720 1,459,402 
      関係会社株式 1,375,690 2,027,545 
      出資金 110 10 
      関係会社出資金 73,500 19,000 
      長期貸付金 20,500 4 
      従業員に対する長期貸付金 30,531 28,564 
      関係会社長期貸付金 550,000 100,000 
      破産更生債権等 409,432 434,334 
      長期前払費用 1,080 1,123 
      長期預金 600,000 600,000 
      その他 303,968 358,226 
      貸倒引当金 △477,776 △506,150 
      投資その他の資産合計 4,855,757 4,522,061 
    固定資産合計 24,844,465 20,619,764 
  資産合計 38,731,191 32,420,922 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 1,347,620 988,307 
    短期借入金 847,000 847,000 
    未払金 50,988 71,595 
    未払費用 335,466 518,302 
    未払法人税等 2,984 47,389 
    未払消費税等 － 17,507 
    前受金 50,167 49,322 
    預り金 49,314 42,734 
    前受収益 304 315 
    賞与引当金 303,035 207,809 
    返品調整引当金 1,056,698 838,644 
    その他 14,391 13,878 
    流動負債合計 4,057,972 3,642,805 
  固定負債     

    繰延税金負債 702,257 600,712 
    退職給付引当金 438,045 470,869 
    役員退職慰労引当金 82,900 82,500 
    長期預り保証金 90 100 
    固定負債合計 1,223,292 1,154,181 
  負債合計 5,281,264 4,796,987 
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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) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 9,903,870 9,903,870 
    資本剰余金     

      資本準備金 10,708,236 10,708,236 
      資本剰余金合計 10,708,236 10,708,236 
    利益剰余金     

      利益準備金 244,000 244,000 
      その他利益剰余金     

        別途積立金 13,100,000 13,100,000 
        繰越利益剰余金 172,220 △5,916,136 
      利益剰余金合計 13,516,220 7,427,863 
    自己株式 △1,138,142 △524,201 
    株主資本合計 32,990,184 27,515,768 
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 459,742 108,167 
    評価・換算差額等合計 459,742 108,167 
  純資産合計 33,449,926 27,623,935 

負債純資産合計 38,731,191 32,420,922 
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（２）損益計算書 

（訂正前） 

(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 16,828,031 14,791,386 

売上原価     

  製品期首たな卸高 2,659,066 2,822,713 
  当期製品製造原価 13,264,981 11,469,306 
  合計 15,924,048 14,292,019 
  他勘定振替高 54,634 73,201 
  製品期末たな卸高 2,822,713 1,980,210 
  製品売上原価 13,046,700 12,238,607 

売上総利益 3,781,330 2,552,779 

返品調整引当金戻入額 1,268,667 1,056,698 

返品調整引当金繰入額 1,056,698 838,644 

返品調整引当金繰入差額 △211,969 △218,054 

差引売上総利益 3,993,299 2,770,833 

販売費及び一般管理費 4,761,933 4,352,533 

営業損失（△） △768,633 △1,581,699 

営業外収益     

  受取利息 29,446 18,931 
  受取配当金 20,010 19,770 
  受取賃貸料 25,330 44,552 
  保険配当金 8,370 4,753 
  その他 23,539 26,402 
  営業外収益合計 106,697 114,410 

営業外費用     

  支払利息 15,924 15,031 
  賃貸収入原価 11,284 30,282 
  その他 7,167 12,988 
  営業外費用合計 34,377 58,303 

経常損失（△） △696,313 △1,525,592 

特別利益     

  固定資産売却益 35,250 198 
  貸倒引当金戻入額 67,030 5,485 
  退職給付引当金戻入額 － 270,617 
  役員退職慰労引当金戻入額 － 16,200 
  特別利益合計 102,280 292,501 
        

  

32



(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) 

特別損失     

  固定資産売却損 2,011 7,164 
  固定資産除却損 661 297,709 
  減損損失 － 3,851,220 
  投資有価証券売却損 － 10,000 
  投資有価証券評価損 123,546 47,697 
  関係会社株式評価損 159,999 － 
  関係会社出資金評価損 － 54,500 
  会員権評価損 726 4,080 
  関係会社貸倒引当金繰入額 330,000 20,000 
  特別退職金 － 200,817 
  特別損失合計 616,945 4,493,190 

税引前当期純損失（△） △1,210,978 △5,726,281 

法人税、住民税及び事業税 31,692 26,228 

法人税等調整額 259,311 △207,485 

法人税等合計 291,003 △181,257 

当期純損失（△） △1,501,982 △5,545,024 
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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 16,828,031 14,791,386 

売上原価     

  製品期首たな卸高 2,659,066 2,822,713 
  当期製品製造原価 13,264,981 11,469,306 
  合計 15,924,048 14,292,019 
  他勘定振替高 54,634 73,201 
  製品期末たな卸高 2,822,713 1,980,210 
  製品売上原価 13,046,700 12,238,607 

売上総利益 3,781,330 2,552,779 

返品調整引当金戻入額 1,268,667 1,056,698 

返品調整引当金繰入額 1,056,698 838,644 

返品調整引当金繰入差額 △211,969 △218,054 

差引売上総利益 3,993,299 2,770,833 

販売費及び一般管理費 4,761,933 4,352,533 

営業損失（△） △768,633 △1,581,699 

営業外収益     

  受取利息 29,446 18,931 
  受取配当金 20,010 19,770 
  受取賃貸料 25,330 44,552 
  保険配当金 8,370 4,753 
  その他 23,539 26,402 
  営業外収益合計 106,697 114,410 

営業外費用     

  支払利息 15,924 15,031 
  賃貸収入原価 11,284 30,282 
  その他 7,167 12,988 
  営業外費用合計 34,377 58,303 

経常損失（△） △696,313 △1,525,592 

特別利益     

  固定資産売却益 35,250 198 
  貸倒引当金戻入額 67,030 5,485 
  退職給付引当金戻入額 － 270,617 
  役員退職慰労引当金戻入額 － 16,200 
  特別利益合計 102,280 292,501 
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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) 

特別損失     

  固定資産売却損 2,011 7,164 
  固定資産除却損 661 297,709 
  減損損失 － 3,851,220 
  投資有価証券売却損 － 10,000 
  投資有価証券評価損 123,546 47,697 
  関係会社株式評価損 159,999 － 
  関係会社出資金評価損 － 54,500 
  会員権評価損 726 4,080 
  関係会社貸倒引当金繰入額 330,000 20,000 
  特別退職金 － 200,817 
  特別損失合計 616,945 4,493,190 

税引前当期純損失（△） △1,210,978 △5,726,281 

法人税、住民税及び事業税 31,692 26,228 

法人税等調整額 259,311 △178,457 

法人税等合計 291,003 △152,229 

当期純損失（△） △1,501,982 △5,574,052 
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（３）株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

(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 9,903,870 9,903,870 
    当期変動額     

      当期変動額合計 － － 
    当期末残高 9,903,870 9,903,870 
  資本剰余金     

    資本準備金     

      前期末残高 10,708,236 10,708,236 
      当期変動額     

        当期変動額合計 － － 
      当期末残高 10,708,236 10,708,236 
    資本剰余金合計     

      前期末残高 10,708,236 10,708,236 
      当期変動額     

        当期変動額合計 － － 
      当期末残高 10,708,236 10,708,236 
  利益剰余金     

    利益準備金     

      前期末残高 244,000 244,000 
      当期変動額     

        当期変動額合計 － － 
      当期末残高 244,000 244,000 
    その他利益剰余金     

      別途積立金     

        前期末残高 13,100,000 13,100,000 
        当期変動額     

          当期変動額合計 － － 
        当期末残高 13,100,000 13,100,000 
      繰越利益剰余金     

        前期末残高 2,507,857 672,689 
        当期変動額     

          剰余金の配当 △333,184 △327,849 
          当期純損失（△） △1,501,982 △5,545,024 
          自己株式の処分 △2 △186,454 
          当期変動額合計 △1,835,168 △6,059,329 
        当期末残高 672,689 △5,386,640 
    利益剰余金合計     

      前期末残高 15,851,857 14,016,689 
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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) 
      当期変動額     

        剰余金の配当 △333,184 △327,849 
        当期純損失（△） △1,501,982 △5,545,024 
        自己株式の処分 △2 △186,454 
        当期変動額合計 △1,835,168 △6,059,329 
      当期末残高 14,016,689 7,957,359 
  自己株式     

    前期末残高 △913,549 △1,138,142 
    当期変動額     

      自己株式の取得 △226,000 △174,369 
      自己株式の処分 1,408 788,310 
      当期変動額合計 △224,592 613,941 
    当期末残高 △1,138,142 △524,201 
  株主資本合計     

    前期末残高 35,550,414 33,490,652 
    当期変動額     

      剰余金の配当 △333,184 △327,849 
      当期純損失（△） △1,501,982 △5,545,024 
      自己株式の取得 △226,000 △174,369 
      自己株式の処分 1,406 601,855 
      当期変動額合計 △2,059,761 △5,445,387 
    当期末残高 33,490,652 28,045,264 

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 699,341 459,742 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△239,598 △351,575 

      当期変動額合計 △239,598 △351,575 
    当期末残高 459,742 108,167 
  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 699,341 459,742 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△239,598 △351,575 

      当期変動額合計 △239,598 △351,575 
    当期末残高 459,742 108,167 
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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) 

純資産合計     

  前期末残高 36,249,755 33,950,395 
  当期変動額     

    剰余金の配当 △333,184 △327,849 
    当期純損失（△） △1,501,982 △5,545,024 
    自己株式の取得 △226,000 △174,369 
    自己株式の処分 1,406 601,855 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △239,598 △351,575 
    当期変動額合計 △2,299,360 △5,796,963 
  当期末残高 33,950,395 28,153,431 
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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) 

株主資本     

  資本金     

    前期末残高 9,903,870 9,903,870 
    当期変動額     

      当期変動額合計 － － 
    当期末残高 9,903,870 9,903,870 
  資本剰余金     

    資本準備金     

      前期末残高 10,708,236 10,708,236 
      当期変動額     

        当期変動額合計 － － 
      当期末残高 10,708,236 10,708,236 
    資本剰余金合計     

      前期末残高 10,708,236 10,708,236 
      当期変動額     

        当期変動額合計 － － 
      当期末残高 10,708,236 10,708,236 
  利益剰余金     

    利益準備金     

      前期末残高 244,000 244,000 
      当期変動額     

        当期変動額合計 － － 
      当期末残高 244,000 244,000 
    その他利益剰余金     

      別途積立金     

        前期末残高 13,100,000 13,100,000 
        当期変動額     

          当期変動額合計 － － 
        当期末残高 13,100,000 13,100,000 
      繰越利益剰余金     

        前期末残高 2,007,389 172,220 
        当期変動額     

          剰余金の配当 △333,184 △327,849 
          当期純損失（△） △1,501,982 △5,574,052 
          自己株式の処分 △2 △186,454 
          当期変動額合計 △1,835,168 △6,088,357 
        当期末残高 172,220 △5,916,136 
    利益剰余金合計     

      前期末残高 15,351,389 13,516,220 
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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) 
      当期変動額     

        剰余金の配当 △333,184 △327,849 
        当期純損失（△） △1,501,982 △5,574,052 
        自己株式の処分 △2 △186,454 
        当期変動額合計 △1,835,168 △6,088,357 
      当期末残高 13,516,220 7,427,863 
  自己株式     

    前期末残高 △913,549 △1,138,142 
    当期変動額     

      自己株式の取得 △226,000 △174,369 
      自己株式の処分 1,408 788,310 
      当期変動額合計 △224,592 613,941 
    当期末残高 △1,138,142 △524,201 
  株主資本合計     

    前期末残高 35,049,945 32,990,184 
    当期変動額     

      剰余金の配当 △333,184 △327,849 
      当期純損失（△） △1,501,982 △5,574,052 
      自己株式の取得 △226,000 △174,369 
      自己株式の処分 1,406 601,855 
      当期変動額合計 △2,059,761 △5,474,415 
    当期末残高 32,990,184 27,515,768 

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 699,341 459,742 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△239,598 △351,575 

      当期変動額合計 △239,598 △351,575 
    当期末残高 459,742 108,167 
  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 699,341 459,742 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△239,598 △351,575 

      当期変動額合計 △239,598 △351,575 
    当期末残高 459,742 108,167 
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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) 

純資産合計     

  前期末残高 35,749,287 33,449,926 
  当期変動額     

    剰余金の配当 △333,184 △327,849 
    当期純損失（△） △1,501,982 △5,574,052 
    自己株式の取得 △226,000 △174,369 
    自己株式の処分 1,406 601,855 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △239,598 △351,575 
    当期変動額合計 △2,299,360 △5,825,991 
  当期末残高 33,449,926 27,623,935 
          

  

41



注記事項 

（税効果会計関係） 

（訂正前） 

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 

      （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） 

繰延税金資産       

返品調整引当金損金算入限度超過額 406,525   278,136 

退職給付引当金損金算入額否認 178,284   191,643 

未払事業税否認 －   8,636 

未払事業所税否認 5,857   5,648 

賞与引当金損金算入額否認 123,335   84,578 

役員退職慰労引当金損金算入額否認 33,740   33,577 

貸倒引当金損金算入限度超過額 157,615   184,921 

会員権評価損否認 93,592   94,096 

投資有価証券評価損否認 578,710   608,095 

たな卸資産評価損否認 80,950   54,970 

ソフトウェア除却損否認 －   119,841 

減損損失 －   1,538,418 

繰越欠損金 127,355   849,837 

その他 26,888   52,696 

繰延税金資産小計 1,812,854   4,105,099 

評価性引当額 △1,346,786   △3,470,695 

繰延税金資産合計 466,068   634,403 

繰延税金負債       

土地評価に係る繰延税金負債 △78,467   △49,439 

その他有価証券評価差額金 △117,178   △15,633 

その他 △16,264   △6,142 

繰延税金負債合計 △211,910   △71,215 

繰延税金資産の純額 254,157   563,188 

  

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 

  
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） 

法定実効税率 40.7％   40.7％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.3   △0.1 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.3   0.1 

住民税均等割等 △2.6   △0.5 

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 △61.6   △37.1 

その他 △0.5   0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △24.0％   3.2％ 
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（訂正後） 

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 

      （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） 

繰延税金資産       

返品調整引当金損金算入限度超過額 406,525   278,136 

退職給付引当金損金算入額否認 178,284   191,643 

未払事業税否認 －   8,636 

未払事業所税否認 5,857   5,648 

賞与引当金損金算入額否認 123,335   84,578 

役員退職慰労引当金損金算入額否認 33,740   33,577 

貸倒引当金損金算入限度超過額 157,615   184,921 

会員権評価損否認 93,592   94,096 

投資有価証券評価損否認 578,710   608,095 

たな卸資産評価損否認 80,950   54,970 

ソフトウェア除却損否認 －   119,841 

土地評価に係る繰延税金資産 500,468  529,496 

減損損失 －   1,538,418 

繰越欠損金 127,355   849,837 

その他 26,888   52,696 

繰延税金資産小計 2,313,323   4,634,595 

評価性引当額 △1,847,255   △4,000,192 

繰延税金資産合計 466,068   634,403 

繰延税金負債       

土地評価に係る繰延税金負債 △578,936   △578,936 

その他有価証券評価差額金 △117,178   △15,633 

その他 △16,264   △6,142 

繰延税金負債合計 △712,379   △600,712 

繰延税金資産又は繰延税金負債の純額 △246,311   33,691 

  

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 

  
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） 

法定実効税率 40.7％   40.7％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.3   △0.1 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.3   0.1 

住民税均等割等 △2.6   △0.5 

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 △61.6   △37.6 

その他 △0.5   0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △24.0％   2.7％ 
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（１株当たり情報） 

  （訂正前） 

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 2,071円10銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △90円31銭 

  

１株当たり純資産額      1,692円95銭 

１株当たり当期純損失金額（△）   △328円29銭 

  

 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、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金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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株当たり当期純損失金額     

当期純損失（△）（千円） △1,501,982 △5,545,024 

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） △1,501,982 △5,545,024 

期中平均株式数（千株） 16,632 16,890 

      

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（千円） － － 

普通株式増加数（千株） － － 

（うち旧商法第280条ノ19の規定に基づく新

株引受権（千株）） 
(－) (－) 

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 

 新株引受権（旧商法第280条ノ

19の規定によるストックオプシ

ョン）１種類（新株引受権の数

103,500株）。 

 上記の新株引受権は、平成19

年６月30日において消滅してお

ります。 

────── 
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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株当たり純資産額 2,040円57銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △90円31銭 

  

１株当たり純資産額      1,661円11銭 

１株当たり当期純損失金額（△）   △330円00銭 

  

 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、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金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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株当たり当期純損失金額     

当期純損失（△）（千円） △1,501,982 △5,574,052 

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） △1,501,982 △5,574,052 

期中平均株式数（千株） 16,632 16,890 

      

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（千円） － － 

普通株式増加数（千株） － － 

（うち旧商法第280条ノ19の規定に基づく新

株引受権（千株）） 
(－) (－) 

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 

 新株引受権（旧商法第280条ノ

19の規定によるストックオプシ

ョン）１種類（新株引受権の数

103,500株）。 

 上記の新株引受権は、平成19

年６月30日において消滅してお

ります。 

────── 

  

45




