
      

平成21 年2 月13 日 

各位 

                                             会社名  株式会社 プラコー 

                                                       代表者  代表取締役会長兼社長 高寺 茂覚 

                                     （JASDAQ・コード 6347） 
                                               問合せ先 経理部長 前島 均 

                                           ＴＥＬ  048－798－0222 
 
 
 
 

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 21 年 3 月期 第３四半期決算短信(非連結)」の一部訂正について 
 
 
 

 

当社は、平成21 年2 月 5 日に平成 21 年3 月期第３四半期決算短信(非連結)を公表しましたが、一部訂正をいた

しますので、お知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には____（アンダーライン）を付して

表示しております。 

 

記 

 

１．【訂正箇所】 

 

１．平成21 年３月期第３四半期の業績（平成20 年４月１日～平成20 年12 月31 日） 

  （1）経営成績(累計) 

  （２）財政状態 

３．平成21 年3 月期の業績予想（平成20 年４月１日～平成20 年３月31 日） 

 ・定性的情報・財務諸表等 

 １．経営成績に関する定性的情報 

 ２．財政状態に関する定性的情報 

 ５．【四半期財務諸表】 

  (１)【四半期貸借対照表】 

  (２)【四半期損益計算書】 【第3 四半期累計期間】 

                  【第3 四半期会計期間】 

  (３)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

  (４)継続企業の前提に関する注記 

 

２．【訂正理由】 

    販売先の中道機械株式会社が平成21 年２月５日に民事再生手続の開始を行ったため、当社の債権額（売掛金、割引手 

    形）を損失に計上したため訂正いたしました。 
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３．【訂正内容】 

 

(訂正前) 平成21年３月期 第３四半期決算短信(非連結)  
 

平成21年２月５日
 
上 場 会 社 名 株式会社プラコー 上場取引所 
 
コ ー ド 番 号 6347 URL http://www.@placo.co.jp 
 
代  表  者 (役職名)代表取締役会長兼社長 (氏名)高寺 茂覚  
問合せ先責任者 (役職名)経理部長 (氏名)前島 均 TEL (048)798―0222 
 
四半期報告書提出予定日 平成21年２月13日   
 

         (百万円未満切捨て) 

1. 平成21年３月期第３四半期の業績（平成20年4月１日～平成20年12月31日） 
 (1) 経営成績(累計) 

        (％表示は対前年同四半期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 2,082 △21.4 △167 △426.5 △211 ― △590 ―

20年3月期第3四半期 2,648 33.1 51 ― 9 ― 11 ―

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  

 円 銭 円 銭  

21年3月期第3四半期 △75 18 ―    

20年3月期第3四半期 1 44 ―    

  
 (2) 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月期第3四半期 2,331 △150 △6.4 △19 13 

20年3月期 3,544 451 12.7 57 40
 

(参考) 自己資本 21年3月期第3四半期 △150百万円 20年3月期 451百万円

 

2. 配当の状況   
 １株当たり配当金 

(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 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

20年3月期 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

21年3月期 0.00  0.00 0.00 ― ― 

21年3月期(予想) ―  ― ― 0.00 0.00 

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 
 

3. 平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 
        (％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 
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 3,002 △14.8 △126 ― △185 ― △569 ― △72 43 

(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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(訂正後) 平成21年３月期 第３四半期決算短信(非連結)  
 

平成21年２月13日
 
上 場 会 社 名 株式会社プラコー 上場取引所 
 
コ ー ド 番 号 6347 URL http://www.@placo.co.jp 
 
代  表  者 (役職名)代表取締役会長兼社長 (氏名)高寺 茂覚  
問合せ先責任者 (役職名)経理部長 (氏名)前島 均 TEL (048)798―0222 
 
四半期報告書提出予定日 平成21年２月13日   
 

         (百万円未満切捨て) 

1. 平成21年３月期第３四半期の業績（平成20年4月１日～平成20年12月31日） 
 (1) 経営成績(累計) 

        (％表示は対前年同四半期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 2,082 △21.4 △183 △457.7 △227 ― △606 ―

20年3月期第3四半期 2,648 33.1 51 ― 9 ― 11 ―

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  

 円 銭 円 銭  

21年3月期第3四半期 △77 21 ―    

20年3月期第3四半期 1 44 ―    

  
 (2) 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月期第3四半期 2,328 △166 △7.1 △21 16 

20年3月期 3,544 451 12.7 57 40
 

(参考) 自己資本 21年3月期第3四半期 △166百万円 20年3月期 451百万円

 

2. 配当の状況   
 １株当たり配当金 

(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 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

20年3月期 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

21年3月期 0.00  0.00 0.00 ― ― 

21年3月期(予想) ―  ― ― 0.00 0.00 

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 
 

3. 平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 
        (％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 
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 3,002 △14.8 △145 ― △204 ― △588 ― △74 87 

(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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（訂正前） 

 

・定性的情報・財務諸表等 
1. 経営成績に関する定性的情報 
（略）以上の結果、当第３四半期累計期間においては、第２四半期からのずれ込み分を加えて、売上は2,082百万円（前年

同期比21.4％減）となりました。また、損益面につきましては、検収条件がより厳しくなるなか追加の費用が発生したため、

営業損失167百万円（前年同期は営業利益 51 百万円）、経常損失211百万円（前年同期は経常利益９百万円）、当第３四半期

純損失590百万円（前年同期は第３四半期純利益11百万円）となりました。 

 

（訂正後） 

 

・定性的情報・財務諸表等 
1. 経営成績に関する定性的情報 
（略）以上の結果、当第３四半期累計期間においては、第２四半期からのずれ込み分を加えて、売上は2,082百万円（前年

同期比21.4％減）となりました。また、損益面につきましては、検収条件がより厳しくなるなか追加の費用が発生したため、

営業損失183百万円（前年同期は営業利益 51 百万円）、経常損失227百万円（前年同期は経常利益９百万円）、当第３四半期

純損失606百万円（前年同期は第３四半期純利益11百万円）となりました。 

 

 

（訂正前） 

 
2. 財政状態に関する定性的情報 
（資産） 

 当第３四半期会計期間末における資産の残高は、2,331百万円（前期末比34.2％減少）となりました。主な要因としては、

現金及び預金が 377 百万円、売掛金が486百万円及び有形固定資産が 277 百万円減少したことによるもので、前会計年度末

に比べ1,212百万円減少しました。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債の残高は、2,482百万円（前期末比19.8％減少）となりました。主な要因としては、

買掛金が169百万円、短期借入金が147百万円及び長期借入金が125百万円減少したことによるもので、前会計年度末に比

べ611百万円減少しました。  

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、マイナス150百万円（前期末は451百万円）となりました。主な要因

としては、売上減少による営業損失及び減損損失の計上等により四半期純損失590百万円が計上され、前会計年度末に比べ

601百万円減少しました。 

 

（訂正後） 

 
2. 財政状態に関する定性的情報 
（資産） 

 当第３四半期会計期間末における資産の残高は、2,328百万円（前期末比34.3％減少）となりました。主な要因としては、

現金及び預金が 377 百万円、売掛金が489百万円及び有形固定資産が 277 百万円減少したことによるもので、前会計年度末

に比べ1,215百万円減少しました。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債の残高は、2,494百万円（前期末比19.3％減少）となりました。主な要因としては、

買掛金が169百万円、短期借入金が147百万円及び長期借入金が125百万円減少したことによるもので、前会計年度末に比

べ598百万円減少しました。  

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、166 百万円の債務超過（前期末の純資産残高は451 百万円）となりま

した。主な要因としては、売上減少による営業損失及び減損損失の計上等により四半期純損失606百万円が計上され、前会

計年度末に比べ617百万円減少しました。 
 

 

 

 

 

4



 

（訂正前） 

 

 (4) 継続企業の前提に関する注記 
当社は、当第３四半期累計期間において、営業損失 167,229千円及び四半期純損失 590,570千円を計上することになりまし
た。これにより 150,191千円の債務超過になっております。さらに、第３四半期累計期間の営業キャッシュフローが39,197
千円のマイナスになりました。また、平成20年９月26日に株式会社ジャスダック証券取引所から、同日当社から提出した
有価証券報告書及び半期報告書及び訂正報告書の訂正内容が「重大な虚偽記載に相当するか否か」の認定が完了する日まで
監理銘柄に指定され、現在まで継続されております。 
 このような事態は、取引金融機関との契約条項に抵触しており、借入金のロールオーバーまたは手形の割引実行に関して、
「当面はその都度協議したい」とする金融機関もあります。 
 これらの状況は、継続企業の前提に疑義を抱かせる事象又は状況に該当いたします。当社はこれらの事象または状況を解
消すべく以下の通り諸施策を実施いたします。 
 
（訂正後） 
 
(4) 継続企業の前提に関する注記 
当社は、当第３四半期累計期間において、営業損失 183,233千円及び四半期純損失 606,574千円を計上することになりまし
た。これにより 166,195千円の債務超過になっております。さらに、第３四半期累計期間の営業キャッシュフローが35,964
千円のマイナスになりました。また、平成20年９月26日に株式会社ジャスダック証券取引所から、同日当社から提出した
有価証券報告書及び半期報告書及び訂正報告書の訂正内容が「重大な虚偽記載に相当するか否か」の認定が完了する日まで
監理銘柄に指定され、現在まで継続されております。 
 このような事態は、取引金融機関との契約条項に抵触しており、借入金のロールオーバーまたは手形の割引実行に関して、
「当面はその都度協議したい」とする金融機関もあります。 
 これらの状況は、継続企業の前提に疑義を抱かせる事象又は状況に該当いたします。当社はこれらの事象または状況を解
消すべく以下の通り諸施策を実施いたします。 
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(訂正前)   

１ 【四半期財務諸表】   
  (1) 【四半期貸借対照表】   

  （単位：千円）

  
当第３四半期会計期間末 

(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 376,407 753,613

  受取手形及び売掛金 234,876 804,011

  製品 275,027 524,748

  仕掛品 387,714 41,581

  原材料及び貯蔵品 52,649 157,531

  その他 60,934 53,977

  貸倒引当金 △374 △505

  流動資産合計 1,387,234 2,334,957

 固定資産 

  有形固定資産 

   土地 573,000 735,809

   その他（純額） 196,328 311,421

   有形固定資産合計 769,328 1,047,231

  無形固定資産 72 72

  投資その他の資産 

   その他 268,083 254,016

   貸倒引当金 △92,822 △91,849

   投資その他の資産合計 175,260 162,166

  固定資産合計 944,661 1,209,470

 資産合計 2,331,896 3,544,428

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 661,618 857,021

  短期借入金 834,990 982,330

  未払法人税等 8,688 9,128

  引当金 24,927 20,876

  その他 209,523 292,082

  流動負債合計 1,739,748 2,161,438

 固定負債 

  長期借入金 514,679 640,182

  退職給付引当金 112,841 109,896

  繰延税金負債 114,818 181,811

  固定負債合計 742,338 931,889

 負債合計 2,482,087 3,093,328

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,205,000 1,205,000

  資本剰余金 3,441 3,441

  利益剰余金 △1,514,487 △1,020,951

  自己株式 △4,915 △3,925

  株主資本合計 △310,960 183,564

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △8,615 1,114

  土地再評価差額金 169,385 266,419

  評価・換算差額等合計 160,769 267,534

 純資産合計 △150,191 451,099

負債純資産合計 2,331,896 3,544,428
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(訂正後)   

１ 【四半期財務諸表】   
  (1) 【四半期貸借対照表】   

  （単位：千円）

  
当第３四半期会計期間末 

(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 376,407 753,613

  受取手形及び売掛金 231,642 804,011

  製品 275,027 524,748

  仕掛品 387,714 41,581

  原材料及び貯蔵品 52,649 157,531

  その他 60,934 53,977

  貸倒引当金 △374 △505

  流動資産合計 1,384,001 2,334,957

 固定資産 

  有形固定資産 

   土地 573,000 735,809

   その他（純額） 196,328 311,421

   有形固定資産合計 769,328 1,047,231

  無形固定資産 72 72

  投資その他の資産 

   その他 271,317 254,016

   貸倒引当金 △96,056 △91,849

   投資その他の資産合計 175,260 162,166

  固定資産合計 944,661 1,209,470

 資産合計 2,328,662 3,544,428

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 662,920 857,021

  短期借入金 834,990 982,330

  未払法人税等 8,688 9,128

  引当金 37,698 20,876

  その他 208,221 292,082

  流動負債合計 1,752,518 2,161,438

 固定負債 

  長期借入金 514,679 640,182

  退職給付引当金 112,841 109,896

  繰延税金負債 114,818 181,811

  固定負債合計 742,338 931,889

 負債合計 2,494,857 3,093,328

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,205,000 1,205,000

  資本剰余金 3,441 3,441

  利益剰余金 △1,530,491 △1,020,951

  自己株式 △4,915 △3,925

  株主資本合計 △326,964 183,564

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △8,615 1,114

  土地再評価差額金 169,385 266,419

  評価・換算差額等合計 160,769 267,534

 純資産合計 △166,195 451,099

負債純資産合計 2,328,662 3,544,428
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(訂正前)  

(2) 【四半期損益計算書】  
 【第３四半期累計期間】  

 （単位：千円）

  

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

   至 平成20年12月31日) 

売上高 2,082,137

売上原価 1,592,158

売上総利益 489,979

販売費及び一般管理費 657,209 

営業損失（△） △167,229 

営業外収益 

 受取利息 3,117

 物品売却益 1,705

 為替差益 2,913

 その他 3,044

 営業外収益合計 10,781

営業外費用 

 支払利息 40,785

 手形売却損 13,383

 その他 840

 営業外費用合計 55,008

経常損失（△） △211,456 

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 238

 特別利益合計 238

特別損失 

 たな卸資産評価損 158,176

 減損損失 263,461

 その他 18,435

 特別損失合計 440,073

税引前四半期純損失（△） △651,291 

法人税、住民税及び事業税 5,054

法人税等調整額 △65,775

法人税等合計 △60,721

四半期純損失（△） △590,570 
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(訂正後)  

(2) 【四半期損益計算書】  
 【第３四半期累計期間】  

 （単位：千円）

  

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

   至 平成20年12月31日) 

売上高 2,082,137

売上原価 1,592,158

売上総利益 489,979

販売費及び一般管理費 673,213 

営業損失（△） △183,233 

営業外収益 

 受取利息 3,117

 物品売却益 1,705

 為替差益 2,913

 その他 3,044

 営業外収益合計 10,781

営業外費用 

 支払利息 40,785

 手形売却損 13,383

 その他 840

 営業外費用合計 55,008

経常損失（△） △227,460 

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 238

 特別利益合計 238

特別損失 

 たな卸資産評価損 158,176

 減損損失 263,461

 その他 18,435

 特別損失合計 440,073

税引前四半期純損失（△） △667,295 

法人税、住民税及び事業税 5,054

法人税等調整額 △65,775

法人税等合計 △60,721

四半期純損失（△） △606,574 
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(訂正前)  

  

【第３四半期会計期間】  

 （単位：千円）

  

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年10月１日 

   至 平成20年12月31日) 

売上高 695,853

売上原価 520,591

売上総利益 175,261

販売費及び一般管理費 192,832 

営業損失（△） △17,571 

営業外収益 

 受取利息 984

 物品売却益 218

 その他 2,824 

 営業外収益合計 4,027

営業外費用 

 支払利息 12,830

 手形売却損 4,634

 その他 1

 営業外費用合計 17,466

経常損失（△） △31,009 

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 134

 特別利益合計 134

特別損失 

 有形固定資産除却損 ― 

 投資有価証券評価損 4,572

 その他 ― 

 特別損失合計 4,572

税引前四半期純損失（△） △35,448 

法人税、住民税及び事業税 1,684

法人税等合計 1,684

四半期純損失（△） △37,132 
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(訂正後)  

  

【第３四半期会計期間】  

 （単位：千円）

  

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年10月１日 

   至 平成20年12月31日) 

売上高 695,853

売上原価 520,591

売上総利益 175,261

販売費及び一般管理費 208,836 

営業損失（△） △33,575 

営業外収益 

 受取利息 984

 物品売却益 218

 為替差益 1,774 

 その他 1,050 

 営業外収益合計 4,027

営業外費用 

 支払利息 12,830

 手形売却損 4,634

 その他 1

 営業外費用合計 17,466

経常損失（△） △47,013 

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 134

 特別利益合計 134

特別損失 

 投資有価証券評価損 4,572

 特別損失合計 4,572

税引前四半期純損失（△） △51,452 

法人税、住民税及び事業税 1,684

法人税等合計 1,684

四半期純損失（△） △53,136 
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(訂正前)  

  

 (3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】  

 （単位：千円）

  

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

   至 平成20年12月31日) 

税引前四半期純損失(△) △651,291 

減価償却費 29,354

減損損失 263,461

引当金の増減額（△は減少） 7,839 

受取利息及び受取配当金 △4,342

支払利息 40,785

売上債権の増減額（△は増加） 564,811 

たな卸資産の増減額（△は増加） △145,091

仕入債務の増減額（△は減少） △184,083 

たな卸資産評価損 158,176

その他 △76,837 

小計 2,782 

利息及び配当金の受取額 5,171

利息の支払額 △39,234

法人税等の支払額 △7,917

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,197 

定期預金の増減額（△は増加） 39,963

有形固定資産の取得による支出 △20,056

子会社株式の取得による支出 △26,104

その他 △21,527 

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,725 

短期借入金の純増減額（△は減少） △129,300

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △193,543

自己株式の取得による支出 △989

財務活動によるキャッシュ・フロー △273,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △340,755

現金及び現金同等物の期首残高 453,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 112,955
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(訂正後)  

  

 (3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】  

 （単位：千円）

  

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

   至 平成20年12月31日) 

税引前四半期純損失(△) △667,295 

減価償却費 29,354

減損損失 263,461

引当金の増減額（△は減少） 23,843 

受取利息及び受取配当金 △4,342

支払利息 40,785

売上債権の増減額（△は増加） 568,045 

たな卸資産の増減額（△は増加） △145,091

仕入債務の増減額（△は減少） △182,781 

たな卸資産評価損 158,176

その他 △78,139 

小計 6,016 

利息及び配当金の受取額 5,171

利息の支払額 △39,234

法人税等の支払額 △7,917

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,964 

定期預金の増減額（△は増加） 39,963

有形固定資産の取得による支出 △20,056

子会社株式の取得による支出 △26,104

その他 △24,760 

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,958 

短期借入金の純増減額（△は減少） △129,300

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △193,543

自己株式の取得による支出 △989

財務活動によるキャッシュ・フロー △273,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △340,755

現金及び現金同等物の期首残高 453,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 112,955
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