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平成 19 年８月 29 日 

各   位 

 

会 社 名  株式会社総医研ホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 梶本 佳孝 

（コード番号 2385 東証マザーズ） 

（URL.  http://www.soiken.com/） 

問合せ先  取締役財務部長 田部 修 

（TEL． 06－6871－8888） 

 

（訂正）「平成 19 年６月期 決算短信」およびその添付資料の一部訂正について 

 
 平成 19 年８月 15 日に発表いたしました「平成 19 年６月期 決算短信」の記載内容に関し、連結子会社の

のれんの償却に関する会計処理に誤りがあることが判明し、訂正の必要が生じましたので、次のとおりお知

らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ 訂正理由 

 当期（平成19年６月期）中、平成18年７月４日をもって連結子会社となった㈱ビービーラボラトリーズ

にかかる連結開始時におけるのれんの算定は、同社の前期（平成18年６月期）決算を基準としております

が、税効果会計における将来減算一時差異（税務上の繰越欠損金）に関しまして、前期決算においては繰

延税金資産の判断要件を満たさないとの理由により繰延税金資産を計上しなかった部分について、当期決

算においては判断要件を満たすこととなったために繰延税金資産を計上いたしました。 

 この場合、「連結財務諸表における資本連結手続きに関する実務指針」（日本公認会計士協会 平成18年

５月19日 会計制度委員会報告第７号）第32項の規定により、のれん未償却残高のうち当該繰延税金資産

計上額に対応する部分をのれん未償却残高から控除し、のれん償却費として計上する必要がありましたが、

当該処理を行っていなかったため、本件の訂正が生じたものであります。 

 これにより、当期ののれん償却費が訂正前の80,630千円から98,028千円となり、連結財務諸表において

販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益、当期純利益等の主要数値に訂正が生じ、当期の連結当期純

利益は、訂正前の90,472千円から73,074千円となりました。 

 本件は、連結財務諸表の作成において、連結子会社ののれん償却費の計上に関しまして、「連結財務諸表

における資本連結手続きに関する実務指針」の適用を誤ったものでありますが、今後は、このような定例

的でない事項にかかる会計処理を行う場合には会計基準等に特に留意し、同様の誤りを生じないよう努め

てまいります。 

 

Ⅱ 訂正の内容 

 「平成19年６月期 決算短信」に訂正のある事項は以下のとおりです。なお、訂正箇所につきましては、

添付別紙に訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には  線を付しております。 
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決算短信サマリー情報 

１．経営成績 (1)経営成績に関する分析 

       (2)次期（平成19年７月１日～平成20年６月30日）の見通しについて） 

       (3)財政状態に関する分析 

       (5)事業等のリスク 

４．連結財務諸表 (1)連結貸借対照表 

         (2)連結損益計算書 

         (3)連結株主資本等変動計算書 

         (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

         注記事項（連結損益計算書関係） 

         注記事項（税効果会計関係） 

         注記事項（セグメント情報） 

         注記事項（１株当たり情報） 

 

以上 
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［別紙］ 

１．１ページ「１．平成 19 年６月期の連結業績（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日） (1)連結経営成績」 

【訂正前】 

                                  （％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   ％

19 年６月期 2,385     3.9 65   △92.6 149   △83.0 90   △82.3 

 

 
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 ％ ％ ％

19 年６月期 378   51 348   11 1.8 2.7 2.7 

 

【訂正後】 

                               （％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   ％

19 年６月期 2,385     3.9 48   △94.6 131   △85.0 73   △85.7 

 

 
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 ％ ％ ％

19 年６月期 305   72 281   17 1.5 2.3 2.0 

 
 

２．１ページ「１．平成 19 年６月期の連結業績（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日） (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

19 年６月期 6,678 6,088 90.5 23,347  05 

（参考）自己資本         19 年６月期      6,041 百万円   18 年６月期      3,990 百万円 

 

【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

19 年６月期 6,661 6,070 90.4 23,279  82 

（参考）自己資本         19 年６月期      6,024 百万円   18 年６月期      3,990 百万円 

 

 

３．１ページ「２．配当の状況」 

【訂正前】 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年６月期 －  － 200  00 200  00 51 52.8 1.0 

 

【訂正後】 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年６月期 －  － 200  00 200  00 51 65.4 1.0 
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４．１ページ「３．平成 20 年６月期の連結業績予想（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日）」 

【訂正前】 

（％表示は、通期は対前期比、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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

通期 2,750   15.3 140  113.7 250  67.5 140  54.7 540  98 

 

【訂正後】 

（％表示は、通期は対前期比、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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

通期 2,750   15.3 140  191.0 250  89.5 140  91.6 540  98 

 

 

５．４ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」 

【訂正前】 

  結会計年度においてのれん償却費を 80 百万円計上しております。 

   この結果、化粧品事業の業績は、売上高 1,166 百万円、のれん償却後の営業利益 49 百万円となりました。 

   （省略） 

 以上のようなことに加え、持分法適用会社である医薬品ＣＲＯ（医薬品開発受託機関）の（株）クリニカルトラス

トの持分法による投資利益 79 百万円の寄与もあり、当連結会計年度の業績は、売上高 2,385 百万円（対前期比 3.9％

増）、営業利益 65 百万円（対前期比 92.6％減）、経常利益 149 百万円（対前期比 83.0％減）、当期純利益 90 百万円（対

前期比 82.3％減）となりました。 

 

【訂正後】 

  結会計年度においてのれん償却費を 98 百万円計上しております。 

   この結果、化粧品事業の業績は、売上高 1,166 百万円、のれん償却後の営業利益 32 百万円となりました。 

   （省略） 

 以上のようなことに加え、持分法適用会社である医薬品ＣＲＯ（医薬品開発受託機関）の（株）クリニカルトラス

トの持分法による投資利益 79 百万円の寄与もあり、当連結会計年度の業績は、売上高 2,385 百万円（対前期比 3.9％

増）、営業利益 48 百万円（対前期比 94.6％減）、経常利益 131 百万円（対前期比 85.0％減）、当期純利益 73 百万円（対

前期比 85.7％減）となりました。 

 

 

６．４ページ「１．経営成績 (2)次期（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日）の見通しについて」 

【訂正前】 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

次期（平成20年６月期）業績予想   （百万円） 2,750 140 250 140 

（参考）当期（平成19年６月期）実績（百万円） 2,385 65 149 90 

 

【訂正後】 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

次期（平成20年６月期）業績予想   （百万円） 2,750 140 250 140 

（参考）当期（平成19年６月期）実績（百万円） 2,385 48 131 73 
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７．５ページ「１．経営成績 (3)財政状態に関する分析 ①資産、負債及び純資産の状況」 

【訂正前】 

当連結会計年度末の資産は6,678百万円（対前期末比2,092百万円増）、負債は590百万円（対前期末比64百万円増）、

純資産は 6,088 百万円（対前期末比 2,028 百万円増）となりました。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度末の資産は6,661百万円（対前期末比2,075百万円増）、負債は590百万円（対前期末比64百万円増）、

純資産は 6,070 百万円（対前期末比 2,010 百万円増）となりました。 

 

 

８．５ページ「１．経営成績 (3)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】 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

これは主に税金等調整前当期純利益 134 百万円、売上債権の減少額 251 百万円及び前受金の増加額 142 百万円等の

収入要因によるものですが、法人税等の支払 362 百万円等により一部相殺されております。 

   （省略） 

  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

第12期 第13期  

平成18年６月期 平成19年６月期

自己資本比率（％） 87.0 90.5

時価ベースの自己資本比率（％） 1,139.9 403.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 62.8 

 

【訂正後】 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

これは主に税金等調整前当期純利益 117 百万円、売上債権の減少額 251 百万円及び前受金の増加額 142 百万円等の

収入要因によるものですが、法人税等の支払 362 百万円等により一部相殺されております。 

   （省略） 

  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

第12期 第13期  

平成18年６月期 平成18年６月期

自己資本比率（％） 87.0 90.4

時価ベースの自己資本比率（％） 1,139.9 404.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 62.8 
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９．10 ページ「１．経営成績 (5)事業等のリスク ⑫業歴が浅いことについて イ．連結」 

【訂正前】 

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期 

決算年月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月

売上高 (百万円) － － － 2,296 2,385 

経常利益 (百万円) － － － 876 149 

当期純利益 (百万円) － － － 512 90 

純資産額 (百万円) － － － 4,059 6,088 

総資産額 (百万円) － － － 4,585 6,678 

１株当たり純資産額 (円) － － － 16,867.76 23,347.05 

１株当たり当期純利益金額 (円) － － － 2,185.78 378.51 

自己資本比率 (％) － － － 87.0 90.5 

 

【訂正後】 

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期 

決算年月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月

売上高 (百万円) － － － 2,296 2,385 

経常利益 (百万円) － － － 876 131 

当期純利益 (百万円) － － － 512 73 

純資産額 (百万円) － － － 4,059 6,070 

総資産額 (百万円) － － － 4,585 6,661 

１株当たり純資産額 (円) － － － 16,867.76 23,279.82 

１株当たり当期純利益金額 (円) － － － 2,185.78 305.72 

自己資本比率 (％) － － － 87.0 90.4 

 

 

10．11 ページ「１．経営成績 (5)事業等のリスク ⑯化粧品事業について」 

【訂正前】 

当該化粧品事業の平成 19 年６月期の売上高は 1,166 百万円、のれん償却後の営業利益は 49 百万円であり、当社グル

ープの売上構成比において当該化粧品事業は主要な比率を占めておりますが、平成 18 年６月期までの生体評価シス

テム事業と比較してその利益率は低くなっております。 

 

【訂正後】 

当該化粧品事業の平成 19 年６月期の売上高は 1,166 百万円、のれん償却後の営業利益は 32 百万円であり、当社グル

ープの売上構成比において当該化粧品事業は主要な比率を占めておりますが、平成 18 年６月期までの生体評価シス

テム事業と比較してその利益率は低くなっております。 
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11．18 ページ「４．連結財務諸表 (1)連結貸借対照表」 

【訂正前】 

  
前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（平成19年６月30日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円）

（資産の部）    

    
    

  流動資産合計  4,366,145 95.2 5,104,120 76.4 737,975

    
    

 ２．無形固定資産    

  (1）のれん  － 725,676  

  (2）その他  21,744 57,368  

   無形固定資産合計  21,744 0.5 783,044 11.7 761,300

    
    

  固定資産合計  219,842 4.8 1,574,761 23.6 1,354,918

  資産合計  4,585,987 100.0 6,678,882 100.0 2,092,894

    
 

【訂正後】 

  
前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（平成19年６月30日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円）

（資産の部）    

    
    

  流動資産合計  4,366,145 95.2 5,104,120 76.6 737,975

    
    

 ２．無形固定資産    

  (1）のれん  － 708,278  

  (2）その他  21,744 57,368  

   無形固定資産合計  21,744 0.5 765,646 11.5 743,901

    
    

  固定資産合計  219,842 4.8 1,557,363 23.4 1,337,520

  資産合計  4,585,987 100.0 6,661,484 100.0 2,075,496
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12．19 ページ「４．連結財務諸表 (1)連結貸借対照表」 

【訂正前】 

  
前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（平成19年６月30日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円）

（負債の部）    

    
    

  流動負債合計  526,131 11.5 590,732 8.8 64,600

  負債合計  526,131 11.5 590,732 8.8 64,600

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金  833,614 18.2 1,834,342 27.5 1,000,727

 ２．資本剰余金  1,671,663 36.5 2,672,391 40.0 1,000,727

 ３．利益剰余金  1,684,662 36.7 1,738,168 26.0 53,506

 ４．自己株式  △199,940 △4.4 △199,940 △3.0 －

  株主資本合計  3,990,001 87.0 6,044,962 90.5 2,054,961

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券評価差額金  － △2,979  

  評価・換算差額等合計  － － △2,979 △0.0 △2,979

Ⅲ 少数株主持分  69,854 1.5 46,166 0.7 △23,688

  純資産合計  4,059,855 88.5 6,088,149 91.2 2,028,293

  負債・純資産合計  4,585,987 100.0 6,678,882 100.0 2,092,894

    

【訂正後】 

  
前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（平成19年６月30日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円）

（負債の部）    

    
    

  流動負債合計  526,131 11.5 590,732 8.9 64,600

  負債合計  526,131 11.5 590,732 8.9 64,600

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金  833,614 18.2 1,834,342 27.5 1,000,727

 ２．資本剰余金  1,671,663 36.5 2,672,391 40.1 1,000,727

 ３．利益剰余金  1,684,662 36.7 1,720,770 25.9 36,107

 ４．自己株式  △199,940 △4.4 △199,940 △3.0 －

  株主資本合計  3,990,001 87.0 6,027,564 90.5 2,037,563

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券評価差額金  － △2,979  

  評価・換算差額等合計  － － △2,979 △0.1 △2,979

Ⅲ 少数株主持分  69,854 1.5 46,166 0.7 △23,688

  純資産合計  4,059,855 88.5 6,070,751 91.1 2,010,895

  負債・純資産合計  4,585,987 100.0 6,661,484 100.0 2,075,496
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13．20 ページ「４．連結財務諸表 (2)連結損益計算書」 

【訂正前】 

  

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円）

    
    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 698,898 30.5 1,633,588 68.5 934,689

  営業利益  884,435 38.5 65,512 2.7 △818,923

    
    

Ⅴ 営業外費用    

    
    

 ７．雑損失  82 11,909 0.5 1,937 23,130 0.9 11,220

  経常利益  876,992 38.2 149,297 6.3 △727,694

    
    

  税金等調整前当期純利益  872,996 38.0 134,943 5.7 △738,052

  法人税、住民税及び事業税  370,476 39,017   

  法人税等調整額  455 370,932 16.1 29,142 68,159 2.9 △302,773

  少数株主損失（△）  △10,145 △0.4 △23,688 △1.0 △13,543

  当期純利益  512,208 22.3 90,472 3.8 △421,736

    
 

【訂正後】 

  

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円）

    
    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 698,898 30.5 1,650,986 69.2 952,087

  営業利益  884,435 38.5 48,114 2.0 △836,321

    
    

Ⅴ 営業外費用    

    
    

 ７．雑損失  82 11,909 0.5 1,937 23,130 1.0 11,220

  経常利益  876,992 38.2 131,899 5.5 △745,092

    
    

  税金等調整前当期純利益  872,996 38.0 117,545 4.9 △755,450

  法人税、住民税及び事業税  370,476 39,017   

  法人税等調整額  455 370,932 16.1 29,142 68,159 2.8 △302,773

  少数株主損失（△）  △10,145 △0.4 △23,688 △1.0 △13,543

  当期純利益  512,208 22.3 73,074 3.1 △439,134
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14．21 ページ「４．連結財務諸表 (3)連結株主資本等変動計算書」 

【訂正前】 

  当連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

株主資本 
区分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年７月１日 残高 
                   （千円）

833,614 1,671,663 1,684,662 △199,940 3,990,001

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 1,000,727 1,000,727  2,001,455

剰余金の配当 △47,309  △47,309

当期純利益 90,472  90,472

新規連結に伴う増加額 10,342  10,342

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 

 －

連結会計期間中の変動額 
合計               （千円）

1,000,727 1,000,727 53,506 － 2,054,961

平成19年６月30日 残高 
                  （千円） 

1,834,342 2,672,391 1,738,168 △199,940 6,044,962

 

評価・換算差額等 

区分 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年７月１日 残高 
                   （千円）

－ － 69,854 4,059,855

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  2,001,455

剰余金の配当  △47,309

当期純利益  90,472

新規連結に伴う増加額  10,342

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 

△2,979 △2,979 △23,688 △26,667

連結会計期間中の変動額 
合計               （千円）

△2,979 △2,979 △23,688 2,028,293

平成19年６月30日 残高 
                  （千円） 

△2,979 △2,979 46,166 6,088,149
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【訂正後】 

  当連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

株主資本 
区分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年６月30日 残高 
                   （千円）

833,614 1,671,663 1,684,662 △199,940 3,990,001

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 1,000,727 1,000,727  2,001,455

剰余金の配当 △47,309  △47,309

当期純利益 73,074  73,074

新規連結に伴う増加額 10,342  10,342

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 

 －

連結会計期間中の変動額 
合計               （千円）

1,000,727 1,000,727 36,107 － 2,037,563

平成19年６月30日 残高 
                  （千円） 

1,834,342 2,672,391 1,720,770 △199,940 6,027,564

 

評価・換算差額等 

区分 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年６月30日 残高 
                   （千円）

－ － 69,854 4,059,855

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  2,001,455

剰余金の配当  △47,309

当期純利益  73,074

新規連結に伴う増加額  10,342

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 

△2,979 △2,979 △23,688 △26,667

連結会計期間中の変動額 
合計               （千円）

△2,979 △2,979 △23,688 2,010,895

平成19年６月30日 残高 
                  （千円） 

△2,979 △2,979 46,166 6,070,751
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15．22 ページ「４．連結財務諸表 (4)連結キャッシュ・フロー計算書」 

【訂正前】 

  

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日）

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

対前年比

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャシュ・フロー    

   税金等調整前当期純利益  872,996 134,943 

   減価償却費  31,674 42,436 

   のれん償却費  － 80,630 

    

    

     小計  593,411 415,168 △178,243

    

    

 

【訂正後】 

  

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日）

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

対前年比

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャシュ・フロー    

   税金等調整前当期純利益  872,996 117,545 

   減価償却費  31,674 42,436 

   のれん償却費  － 98,028 

    

    

     小計  593,411 415,168 △178,243
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16．29 ページ「４．連結財務諸表 注記事項（連結損益計算書関係）」 

【訂正前】 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は12％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は88％であり

ます。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

   役員報酬            67,366千円 

   給料手当            74,079千円 

   減価償却費           10,127千円 

   支払手数料           104,363千円 

   研究開発費           205,452千円 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は40％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は60％であり

ます。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

   役員報酬            80,793千円 

   給料手当            234,299千円 

   退職給付費用           1,000千円 

   減価償却費           28,698千円 

   支払手数料           166,593千円 

   研究開発費           150,602千円 

   広告宣伝費           296,542千円 

   販売促進費           173,857千円 

   のれん償却費          80,630千円 

   貸倒引当金繰入額         4,078千円 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は12％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は88％であり

ます。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

   役員報酬            67,366千円 

   給料手当            74,079千円 

   減価償却費           10,127千円 

   支払手数料           104,363千円 

   研究開発費           205,452千円 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は39％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は61％であり

ます。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

   役員報酬            80,793千円 

   給料手当            234,299千円 

   退職給付費用           1,000千円 

   減価償却費           28,698千円 

   支払手数料           166,593千円 

   研究開発費           150,602千円 

   広告宣伝費           296,542千円 

   販売促進費           173,857千円 

   のれん償却費          98,028千円 

   貸倒引当金繰入額         4,078千円 

 



 －14－

17．39 ページ「４．連結財務諸表 注記事項（税効果関係）」 

【訂正前】 

前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（平成19年６月30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要な項目別の内訳 

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要な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、注記を省略しております。 

法定実効税率               41.0％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入されない項目  1.3％

 住民税均等割              3.4％

 評価性引当額の増加           5.2％

 持分法投資損益            △24.3％

 のれん償却額              24.5％

 その他                △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率    50.5％

 

【訂正後】 

前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（平成19年６月30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要な項目別の内訳 

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要な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、注記を省略しております。 

法定実効税率               41.0％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入されない項目  1.5％

 住民税均等割              3.9％

 評価性引当額の増加           5.9％

 持分法投資損益            △27.8％

 のれん償却額              34.2％

 その他                △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率    58.0％

 



 －15－

18．40 ページ「４．連結財務諸表 注記事項（セグメント情報） a．事業の種類別セグメント」 

【訂正前】 

  当連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 
生体評価
システム
事業 

化粧品 
事業 

マーケ 
ティング
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （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 1,212,093 1,166,156 7,494 2,385,744 － 2,385,744

(2) セグメント間の内部売上高又は振
替高 

－ － 14,096 14,096 (14,096) －

   計 1,212,093 1,166,156 21,590 2,399,840 (14,096) 2,385,744

  営業費用 869,595 1,166,258 80,121 2,065,975 254,256 2,320,232

  営業利益又は営業損失(△) 342,498 49,897 △58,530 333,864 (268,352) 65,512

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

  資産 1,042,746 549,671 193,539 1,785,957 4,892,925 6,678,882

  減価償却費 13,699 16,712 5,572 35,984 6,451 42,436

  資本的支出 18,798 12,689 3,473 34,960 863 35,824

 

【訂正後】 

  当連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 
生体評価
システム
事業 

化粧品 
事業 

マーケ 
ティング
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （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 1,212,093 1,166,156 7,494 2,385,744 － 2,385,744

(2) セグメント間の内部売上高又は振
替高 

－ － 14,096 14,096 (14,096) －

   計 1,212,093 1,166,156 21,590 2,399,840 (14,096) 2,385,744

  営業費用 869,595 1,133,656 80,121 2,083,374 254,256 2,337,630

  営業利益又は営業損失(△) 342,498 32,499 △58,530 316,466 (268,352) 48,114

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

  資産 1,042,746 1,257,949 193,539 2,494,235 4,167,248 6,661,484

  減価償却費 13,699 16,712 5,572 35,984 6,451 42,436

  資本的支出 18,798 12,689 3,473 34,960 863 35,824
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19．42 ページ「４．連結財務諸表 注記事項（１株当たり情報）」 

【訂正前】 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 
 
１株当たり純資産額 16,867.76円

１株当たり当期純利益金額 2,185.78円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

2,036.91円
  

 
１株当たり純資産額 23,347.05円

１株当たり当期純利益金額 378.51円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

348.11円
  

 （注）１．１株当たり当期純利益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17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額   

損益計算書上の当期純利益（千円） 512,208 90,472 

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利益（千円） 512,208 90,472 

   
   

 

【訂正後】 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 
 
１株当たり純資産額 16,867.76円

１株当たり当期純利益金額 2,185.78円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

2,036.91円
  

 
１株当たり純資産額 23,279.82円

１株当たり当期純利益金額 305.72円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

281.17円
  

 （注）１．１株当たり当期純利益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17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額   

損益計算書上の当期純利益（千円） 512,208 73,074 

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利益（千円） 512,208 73,074 

   
   

 


