
                  (財)財務会計基準機構会員   

                               
平成 21 年３月９日 

各 位 

東京都中央区東日本橋一丁目１番５号 
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（コード番号：４９５２） 

問い合わせ先：取締役 管理部長  髙橋 順一 
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（訂正）「平成 20 年 12 月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成 21 年２月６日に発表しました、「平成 20 年 12 月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがありまし

たので、下記のとおり、訂正いたします。なお、訂正箇所は下記に下線を付してあります。 

 

 

 

Ⅰ 「平成20年12月期 決算短信」29ページ 

（３．経営方針 （5）内部管理体制の整備・運用状況 (1) 会社機関の内容及び内部統制システムの

整備状況 ④第三者のコーポレート・ガバナンス体制への関与状況） 

 

＜訂正前＞ 

イ．会計監査は新日本有限責任監査法人に依頼しており、定期的な監査に加えて会計上の課題等について、

適時・適切なアドバイスを受けております。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、新日本有限責任監査法人に所属する安田弘幸、神山宗武

の２氏であり、独立の立場から監査に関する意見表明を受けております。当社の会計監査業務に係る補

助者は、公認会計士４名、会計士補他５名です。 

 

＜訂正後＞ 

イ．会計監査は新日本有限責任監査法人に依頼しており、定期的な監査に加えて会計上の課題等について、

適時・適切なアドバイスを受けております。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、新日本有限責任監査法人に所属する安田弘幸、神山宗武

の２氏であり、独立の立場から監査に関する意見表明を受けております。当社の会計監査業務に係る補

助者は、公認会計士４名、その他９名です。 

 

 

Ⅱ 「平成20年12月期 決算短信」30ページ 

（３．経営方針 （5）内部管理体制の整備・運用状況 (3) 役員報酬及び監査報酬） 

 

＜訂正前＞ 

監査報酬： 公認会計士法第２条第１項に規定する監査業務の報酬 18,500千円 

 公認会計士法第２条第１項に規定する監査業務以外の業務の報酬 1,000千円 

         計 19,500千円 

 

 

＜訂正後＞ 

監査報酬： 公認会計士法第２条第１項に規定する監査業務の報酬 19,500千円 

 公認会計士法第２条第１項に規定する監査業務以外の業務の報酬 －千円 

         計 19,500千円 
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Ⅲ 「平成20年12月期 決算短信」38ページ 

 （４．財務諸表 （４）キャッシュ・フロー計算書 営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 

＜訂正前＞ 

  

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日）

当事業年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益または税引前当期

純損失(△) 
 △377,095 1,147,788 

減価償却費  352,379 388,400 

長期前払費用償却額  186,968 180,236 

賞与引当金の増減額 

（△ 減少額） 
 △1,622 2,915 

退職給付引当金の増減額 

（△ 減少額） 
 374,095 △28,826 

受取利息及び受取配当金  △8,517 △9,129 

支払利息  150,544 158,801 

為替差損益(△ 差益)  9,353 11,733 

上場関連費用  － 45,137 

株式交付費  － 10,059 

ゴルフ会員権評価損  － 2,730 

解約違約金の未払額  1,000,000 － 

固定資産除却損  13,613 6,810 

棚卸資産廃棄損  13,176 7,774

売上債権の増減額 

（△ 増加額） 
 △567,477 75,266 

たな卸資産の増減額 

（△ 増加額） 
 △72,887 182,861

仕入債務の増減額 

（△ 減少額） 
 △120,764 △33,992 

預り金の増減額 

（△ 減少額） 
 124,221 △108,924 

その他資産の増減額 

（△ 増加額） 
 9,448 △73,414 

その他負債の増減額 

（△ 減少額） 
 △17,654 △3,036 

小計  1,067,780 1,963,190 

利息及び配当金の受取額  8,517 9,128 

利息の支払額  △149,948 △158,457 

転籍に伴う精算金 

受入額 
 89,325 － 

解約違約金の支払額  － △1,000,000 

法人税等の支払額  △413,812 △433,214 

営業活動によるキャッシュ・フロー  601,862 380,646 
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Ⅲ 「平成20年12月期 決算短信」38ページ 

 （４．財務諸表 （４）キャッシュ・フロー計算書 営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 

＜訂正後＞ 

  

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日）

当事業年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益または税引前当期

純損失(△) 
 △377,095 1,147,788 

減価償却費  352,379 388,400 

長期前払費用償却額  186,968 180,236 

賞与引当金の増減額 

（△ 減少額） 
 △1,622 2,915 

退職給付引当金の増減額（△ 減少

額） 
 374,095 △28,826 

受取利息及び受取配当金  △8,517 △9,129 

支払利息  150,544 158,801 

為替差損益(△ 差益)  9,353 11,733 

上場関連費用  － 45,137 

株式交付費  － 10,059 

ゴルフ会員権評価損  － 2,730 

解約違約金の未払額  1,000,000 － 

固定資産除却損  13,613 6,810 

棚卸資産廃棄損  13,176 20,345

売上債権の増減額 

（△ 増加額） 
 △567,477 75,266 

たな卸資産の増減額 

（△ 増加額） 
 △72,887 170,291

仕入債務の増減額 

（△ 減少額） 
 △120,764 △33,992 

預り金の増減額 

（△ 減少額） 
 124,221 △108,924 

その他資産の増減額 

（△ 増加額） 
 9,448 △73,414 

その他負債の増減額 

（△ 減少額） 
 △17,654 △3,036 

小計  1,067,780 1,963,190 

利息及び配当金の受取額  8,517 9,128 

利息の支払額  △149,948 △158,457 

転籍に伴う精算金 

受入額 
 89,325 － 

解約違約金の支払額  － △1,000,000 

法人税等の支払額  △413,812 △433,214 

営業活動によるキャッシュ・フロー  601,862 380,646 
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Ⅲ 「平成20年12月期 決算短信」39ページ 

 （４．財務諸表 （４）キャッシュ・フロー計算書 財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 

＜訂正前＞ 

  

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日）

当事業年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得に 

よる支出 
 △138,126 △140,843 

無形固定資産の取得に 

よる支出 
 △50,500 △1,048 

その他  △12,949 △385 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △201,576 △142,276 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  150,000 △200,000 

長期借入れによる収入  100,000 600,000

長期借入金の返済に 

よる支出 
 △724,000 △877,000

公募増資による収入  － 128,691 

上場関連支出  － △31,921 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △474,000 △380,230 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 

係る換算差額 
 △9,353 △11,733 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

増減額（△ 減少額） 
 △83,067 △153,593 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
 783,031 699,964 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

期末残高 
※ 699,964 546,370 
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Ⅲ 「平成20年12月期 決算短信」39ページ 

 （４．財務諸表 （４）キャッシュ・フロー計算書 財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 

＜訂正後＞ 

  

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日）

当事業年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得に 

よる支出 
 △138,126 △140,843 

無形固定資産の取得に 

よる支出 
 △50,500 △1,048 

その他  △12,949 △385 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △201,576 △142,276 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  150,000 △200,000 

長期借入れによる収入  100,000 1,692,000

長期借入金の返済に 

よる支出 
 △724,000 △1,969,000

公募増資による収入  － 128,691 

上場関連支出  － △31,921 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △474,000 △380,230 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 

係る換算差額 
 △9,353 △11,733 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

増減額（△ 減少額） 
 △83,067 △153,593 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
 783,031 699,964 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

期末残高 
※ 699,964 546,370 
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Ⅴ 「平成20年12月期 決算短信」47ページ 

 （（株主資本変動計算書関係） 当事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 2.新株予約

権に関する事項） 

 

＜訂正前＞ 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の目

的となる株式の

種類 前事業 
年度末 

当事業 
年度増加

当事業 
年度減少 

当事業年 
度末 

当事業年度

末残高 
（千円）

提出会社 平成 17 年度新株予約

権 普通株式 76,160 － 44,800 33,160 － 

合計 － 76,160 － 44,800 33,160 － 

（注） 当社新株予約権の取得事由に基づき、平成 20 年７月 22 日開催の取締役会の決議により新株予約権の一部を

取得し、平成 20 年８月６日をもって新株予約権を 44,800 個消却しました。平成 20 年 12 月 31 日現在、取締

役に対して 23,040 個、使用人他に対して 8,320 個となっております。 
 

 

＜訂正後＞ 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の目

的となる株式の

種類 前事業 
年度末 

当事業 
年度増加

当事業 
年度減少 

当事業年 
度末 

当事業年度

末残高 
（千円）

提出会社 平成 17 年度新株予約

権 普通株式 76,160 － 44,800 31,360 － 

合計 － 76,160 － 44,800 31,360 － 

（注） 当社新株予約権の取得事由に基づき、平成 20 年７月 22 日開催の取締役会の決議により新株予約権の一部を

取得し、平成 20 年８月６日をもって新株予約権を 44,800 個消却しました。平成 20 年 12 月 31 日現在、取締

役に対して 23,040 個、使用人他に対して 8,320 個となっております。 
 

 

 

以上 
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