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ニッポン・ニュー・マーケット－｢ヘラクレス｣ 
平成 18年 12月 12日 

各  位   
本 社 所 在 地 東京都中央区勝どき三丁目 12番 1号 
会 社 名 レカム株式会社 
代表者の役職名 代表取締役社長 伊藤 秀博 

 （コード番号：３３２３） 
問 合 せ 先 経営企画室長 犬童 伸平  
電 話 番 号 03-6204-0104 
 (URL http://www.recomm.co.jp) 

 

（訂正）平成 18 年９月期 決算短信（連結）修正に関するお知らせ 
 

 平成 18 年 11 月 27 日に公表しました「平成 18 年９月期 決算短信（連結）」につき、子会社の販売管

理費の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり内容の修正をさせていただきます。な

お、訂正箇所は 下線 で表示しております。 

 
記 

 
（訂正箇所） 
「平成 18年９月期決算短信（連結）」 
（1ページ） 
１．平成 18 年９月期の連結業績（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年９月 30 日） 

(1）連結経営成績 

（訂正前） 

 営業損失 経常損失 当期純損失 １株当たり 
当期純損失 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 百万円 百万円 百万円 円  銭 ％ ％ ％ 
18年９月期 △422 △432 △594 △11,602 42 △63．5 △18．9 △6．8 
 
（訂正後） 

 営業損失 経常損失 当期純損失 １株当たり 
当期純損失 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 百万円 百万円 百万円 円  銭 ％ ％ ％ 
18年９月期 △430 △440 △601 △11,749 47 △64．6 △19．1 △6．9 
 
(2）連結財政状態 

（訂正前） 

 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    
18年９月期 2,809 809 28．8 15,076 14    
 
（訂正後） 

 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    
18年９月期 2,808 801 28．5 14,935 84    
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（12ページ） 
（訂正前） 
  当連結会計年度 

（平成 18年９月 30日） 
   

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比

（％） 
   

（資産の部）        
Ⅰ 流動資産        
 １．現金及び預金 ※１  686,414     
 ２．受取手形及び売掛金   824,242     
 ３．たな卸資産   480,498     
 ４．前払費用   28,526     
 ５．未収入金   61,899     
 ６．未収還付法人税等   31,562     
 ７．その他   29,499     

貸倒引当金   △10,733     
  流動資産合計   2,131,909 75.9    
 
（訂正後） 
  当連結会計年度 

（平成 18年９月 30日） 
   

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比

（％） 
   

（資産の部）        
Ⅰ 流動資産        
 １．現金及び預金 ※１  686,414     
 ２．受取手形及び売掛金   824,242     
 ３．たな卸資産   482,393     
 ４．前払費用   28,526     
 ５．未収入金   59,896     
 ６．未収還付法人税等   30,756     
 ７．その他   29,499     

貸倒引当金   △10,733     
  流動資産合計   2,130,994 75.9    
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（13ページ） 
（訂正前） 
  当連結会計年度 

（平成 18年９月 30日） 
   

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比

（％） 
   

(4）その他  14,492      
 資産合計   2,809,540 100.0    
        
（負債の部）        
Ⅰ 流動負債        
 １．買掛金 ※１  796,485     
 ２．１年以内返済予定 

   長期借入金   233,856     

 ３．未払金   112,486     
 ４．未払費用   169,289     
 ５．未払法人税等   6,858     
 ６．預り金   246,911     
 ７．未払消費税等   2,049     
 ８．製品保証引当金   8,237     
 ９．その他   53,854     
  流動負債合計   1,630,028 58.0    
 
（訂正後） 
  当連結会計年度 

（平成 18年９月 30日） 
   

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比

（％） 
   

(1）投資有価証券  11,494      
(5）その他  2,998      

 資産合計   2,808,625 100.0    
        
（負債の部）        
Ⅰ 流動負債        
 １．買掛金 ※１  796,485     
 ２．１年以内返済予定 

   長期借入金   233,856     

 ３．未払金   115,293     
 ４．未払費用   173,052     
 ５．未払法人税等   6,904     
 ６．預り金   246,911     
 ７．未払消費税等   2,049     
 ８．製品保証引当金   8,237     
 ９．その他   53,854     
  流動負債合計   1,636,643 58.3    
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（14ページ） 
（訂正前） 
  当連結会計年度 

（平成 18年９月 30日） 
   

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比

（％） 
   

 負債合計   2,000,313 71.2    
        
（純資産の部）        
Ⅰ 株主資本        
 １．資本金   545,250 19.4    
 ２．資本剰余金   513,882 18.3    
 ３．利益剰余金   △261,056 △9.3    
  株主資本合計   798,075 28.4    
Ⅱ 評価・換算差額等        
 １．為替換算調整勘定    11,151 0.4    
  評価・換算差額等合計   11,151 0.4    
  純資産合計   809,226 28.8    
  負債純資産合計   2,809,540 100.0    
        
 
（訂正後） 
  当連結会計年度 

（平成 18年９月 30日） 
   

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比

（％） 
   

 負債合計   2,006,929 71.5    
        
（純資産の部）        
Ⅰ 株主資本        
 １．資本金   545,250 19.4    
 ２．資本剰余金   513,882 18.3    
 ３．利益剰余金   △268,587 △9.6    
  株主資本合計   790,545 28.1    
Ⅱ 評価・換算差額等        
 １．為替換算調整勘定    11,151 0.4    
  評価・換算差額等合計   11,151 0.4    
  純資産合計   801,696 28.5    
  負債純資産合計   2,808,625 100.0    
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（15ページ） 
（訂正前） 
  当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
 至 平成 18年９月 30日） 

   

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比

（％） 
   

Ⅰ 売上高   6,355,802 100.0    
Ⅱ 売上原価 ※３  4,626,878 72.8    
  売上総利益   1,728,924 27.2    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 
※２  2,130,838 33.5    

  営業損失   422,766 △6.7    
Ⅳ 営業外収益        
 １．受取利息  650      
 ２．受取手数料  988      
 ３．保険解約返戻金  143      
 ４．法人税等還付加算金  781      
 ５．その他  201 2,764 0.0    
  経常損失   432,591 △6.8    
  税金等調整前当期純損 
  失   569,888 △8.9    

  法人税、住民税及び事 
業税  11,295      

  法人税等調整額  12,976 24,271 0.4    
当期純損失   594,159 △9.3    

        
 
（訂正後） 
  当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
 至 平成 18年９月 30日） 

   

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比

（％） 
   

Ⅰ 売上高   6,355,802 100.0    
Ⅱ 売上原価 ※３  4,632,170 72.9    
  売上総利益   1,723,632 27.1    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 
※２  2,153,911 33.9    

  営業損失   430,278 △6.8    
Ⅳ 営業外収益        
 １．受取利息  650      
 ２．受取手数料  988      
 ３．法人税等還付加算金  369      
 ４．その他  344 2,352 0.0    
  経常損失   440,516 △6.9    
  税金等調整前当期純損 
  失   577,813 △9.1    

  法人税、住民税及び事 
業税  10,901      

  法人税等調整額  12,976 23,877 0.4    
当期純損失   601,690 △9.5    
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（16ページ） 
（訂正前） 
 株主資本 
 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
平成 17年９月 30日 残高 
（千円） 352,100 320,732 382,801 1,055,633 

連結会計年度中の変動額     
 新株の発行（千円） 193,150 193,150  386,300 
 剰余金の配当（千円）   △43,808 △43,808 
 役員賞与（千円）   △5,890 △5,890 
 当期純損失（千円）   △594,159 △594,159 
株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
（千円） 

    

連結会計年度中の変動額合計

（千円） 193,150 193,150 △643,858 △257,558 

平成 18年９月 30日 残高 
（千円） 545,250 513,882 △261,056 798,075 

 
 評価・換算差額等  
 為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計 

純資産合計 
 

平成 17年９月 30日 残高 
（千円） 6,366 6,366 1,062,000  

連結会計年度中の変動額     
 新株の発行（千円）   386,300  
 剰余金の配当（千円）   △43,808  
 役員賞与（千円）   △5,890  
 当期純損失（千円）   △594,159  
株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
（千円） 

4,784 4,784 4,784  

連結会計年度中の変動額合計

（千円） 4,784 4,784 △252,774  

平成 18年９月 30日 残高 
（千円） 11,151 11,151 809,226  

 
（訂正後） 
 株主資本 
 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
平成 17年９月 30日 残高 
（千円） 352,100 320,732 382,801 1,055,633 

連結会計年度中の変動額     
 新株の発行（千円） 193,150 193,150  386,300 
 剰余金の配当（千円）   △43,808 △43,808 
 役員賞与（千円）   △5,890 △5,890 
 当期純損失（千円）   △601,690 △601,690 
株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
（千円） 

    

連結会計年度中の変動額合計

（千円） 193,150 193,150 △651,388 △265,088 

平成 18年９月 30日 残高 
（千円） 545,250 513,882 △268,587 790,545 
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 評価・換算差額等  
 為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計 

純資産合計 
 

平成 17年９月 30日 残高 
（千円） 6,366 6,366 1,062,000  

連結会計年度中の変動額     
 新株の発行（千円）   386,300  
 剰余金の配当（千円）   △43,808  
 役員賞与（千円）   △5,890  
 当期純損失（千円）   △601,690  
株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
（千円） 

4,784 4,784 4,784  

連結会計年度中の変動額合計

（千円） 4,784 4,784 △260,304  

平成 18年９月 30日 残高 
（千円） 11,151 11,151 801,696  
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（17ページ） 
（訂正前） 
  当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
   至 平成 18年９月 30日） 

 

区分 注記

番号 金額（千円）  

Ⅰ 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（△）  △569,888   

   のれん償却額  21,351   

   貸倒引当金の増加額（△減少額）  1,480   

   受取利息  △618   

   たな卸資産の減少額（△増加額）  △124,352   

その他流動資産の減少額（△増加

額）   567   

その他流動負債の増加額（△減少額）  △157,430   

小計  △464,863   

 
（訂正後） 
  当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
   至 平成 18年９月 30日） 

 

区分 注記

番号 金額（千円）  

Ⅰ 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（△）  △577,813   

連結調整勘定償却額  20,851   

営業権償却額  500   

   貸倒引当金の増加額（△減少額）  1,483   

   製品保証引当金の増加額（△減少額）   8,237   

   受取利息  △650   

法人税等還付加算金  △369   

   たな卸資産の減少額（△増加額）  △126,248   

その他流動資産の減少額（△増加

額）   2,662   

その他流動負債の増加額（△減少額）  △156,506   

小計  △463,827   
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（18ページ） 
（訂正前） 
  当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
   至 平成 18年９月 30日） 

 

区分 注記

番号 金額（千円）  

   利息及び配当金の受取額  589   

   利息の支払額  △3,323   

   損害賠償金の支払額  △7,470   

   法人税等の支払額  △91,906   

営業活動によるキャッシュ・フロー  △566,974   

 
（訂正後） 
  当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
   至 平成 18年９月 30日） 

 

区分 注記

番号 金額（千円）  

   利息及び配当金の受取額  1,043   

   利息の支払額  △3,532   

   損害賠償金の支払額  △7,470   

法人税等の支払額  △94,755   

   還付法人税等の受取額  1,784   

営業活動によるキャッシュ・フロー  △566,757   

 
（19ページ） 
（訂正前） 
  当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
   至 平成 18年９月 30日） 

 

区分 注記

番号 金額（千円）  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   配当金の支払額  △43,012   

  財務活動によるキャッシュ・フロー  942,033   

 
（訂正後） 
  当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
   至 平成 18年９月 30日） 

 

区分 注記

番号 金額（千円）  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   配当金の支払額  △43,228   

  財務活動によるキャッシュ・フロー  941,817   
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（22ページ） 
（訂正前） 

当連結会計年度 
（自 平成 17年 10月１日 
  至 平成 18年９月 30日） 

 

従来の資本の部の合計に相当する金額は 809,226千円で
あります。 

 

 
（訂正後） 

当連結会計年度 
（自 平成 17年 10月１日 
  至 平成 18年９月 30日） 

 

従来の資本の部の合計に相当する金額は 801,696千円で
あります。 

 

 
（23ページ） 
（訂正前） 

当連結会計年度 
（自 平成 17年 10月１日 

   至 平成 18年９月 30日） 

  

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
  

    研究開発費 279,477千円   
※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費   
 279,477千円   
 
（訂正後） 

当連結会計年度 
（自 平成 17年 10月１日 

   至 平成 18年９月 30日） 

  

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
  

    研究開発費 280,585千円   
    製品保証引当金繰入額 8,237千円   
※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費   
 280,585千円   
 
（27ページ） 
（訂正前） 
 当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
 至 平成 18年９月 30日） 

 

退職給付費用（千円）   
確定拠出型年金制度に係る拠出額 9,088  

 
（訂正後） 
 当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
 至 平成 18年９月 30日） 

 

退職給付費用（千円）   
確定拠出型年金制度に係る拠出額 10,171  
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（29ページ） 
（訂正前） 
 新株引受権 

平成 12 年３月 21 日

臨時株主総会決議 

新株引受権 

平成 12 年 12 月８日

定時株主総会決議 

新株予約権 

平成16年 12月 18日 
定時株主総会決議 

新株予約権 

平成17年 12月 17日 
定時株主総会決議 

権利行使価格   （円） 66,667 66,667 86,216 94,747 
行使時平均株価  （円） 194,815 194,815      －      － 
 
（訂正後） 
 新株引受権 

平成 12 年３月 21 日

臨時株主総会決議 

新株引受権 

平成 12 年 12 月８日

定時株主総会決議 

新株予約権 

平成16年 12月 18日 
定時株主総会決議 

新株予約権 

平成17年 12月 17日 
定時株主総会決議 

権利行使価格   （円） 66,667 66,667 86,216 94,747 
行使時平均株価  （円）   －   －      －      － 
 
（30ページ） 
（訂正前） 

当連結会計年度 
（自 平成 17年 10月１日 
至 平成 18年９月 30日） 

  

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳  
 

  
  繰延税金資産     
   貸倒引当金繰入超過額 4,374千円    

製品保証引当金 3,352     
   商品評価損  5,264     
   工具器具備品償却超過額 4,304    
   ソフトウェア償却超過額 1,143    

支払手数料 35,874    
損害賠償金 224    
税務上の繰越欠損金 160,662    

  繰延税金資産小計 215,217千円    
   評価性引当金 △215,217    
繰延税金資産の純額 － 千円    
     

 
（訂正後） 

当連結会計年度 
（自 平成 17年 10月１日 
至 平成 18年９月 30日） 

  

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳  
 

  
  繰延税金資産     
   貸倒引当金繰入超過額 4,311千円    

製品保証引当金 3,351     
   商品評価損  5,263     
   工具器具備品償却超過額 4,304    
   ソフトウェア償却超過額 1,143    

支払手数料 35,873    
損害賠償金 224    
税務上の繰越欠損金 163,817    

  繰延税金資産小計 218,306千円    
   評価性引当金 △218,306    
繰延税金資産の純額 － 千円    
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（32ページ） 
（訂正前） 

当連結会計年度 
（自 平成 17年 10月１日 
至 平成 18年９月 30日） 

  

１株当たり純資産額 15,076.14円   
１株当たり当期純損失金額 11,602.42円   
 
 当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
至 平成 18年９月 30日） 

 

１株当たり当期純損失金額   
 当期純損失（千円） △594,159  
 普通株主に帰属しない金額（千円） －  
 （うち利益処分による役員賞与金） （ － ）  
 普通株式に係る当期純損失（千円） △594,159  
期中平均株式数（株） 51,210  
   

 
（訂正後） 

当連結会計年度 
（自 平成 17年 10月１日 
至 平成 18年９月 30日） 

  

１株当たり純資産額 14,935.84円   
１株当たり当期純損失金額 11,749.47円   
 
 当連結会計年度 

（自 平成 17年 10月１日 
至 平成 18年９月 30日） 

 

１株当たり当期純損失金額   
 当期純損失（千円） △601,690  
 普通株主に帰属しない金額（千円） －  
 （うち利益処分による役員賞与金） （ － ）  
 普通株式に係る当期純損失（千円） △601,690  
期中平均株式数（株） 51,210  
   

 
以 上 


