
 

 
平成 21 年 5 月 19 日 

各 位 
会 社 名 ロ ー マ イ ヤ 株 式 会 社     

 代 表 者 名 代表取締役社長 柳原 広伸   
（コード番号 2893  東証第二部）  
問 合 せ 先 常務取締役 野口一世  

 （ＴＥＬ 0287（65）3500）        
 

(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 12 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

すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は、     下線を付して表示しております。 

 

 

                     

記 
 

【1 ページ】 

 

（訂正前） 

平成 21 年３月期 決算短信 

 

   上場会社名 ローマイヤ株式会社                    平成20年５月 12 日 

   コード番号 2893 ＵＲＬ http://www.lohmeyer.co.jp          上場取引所  東 

代表者       (役職名) 代表取締役社長   （氏名）柳原 広伸 

問合わせ先 （役職者） 常務取締役     （氏名）野口 一世   ＴＥＬ 0287-65-3500 

   定時株主総会開催予定日 平成 21 年６月 25 日 有価証券報告書提出予定日 平成 21 年６月 26 日 

   配当金開始予定日    ― 

     （以下、略） 

 

 

 （訂正後）  

平成 21 年３月期 決算短信 

 

   上場会社名 ローマイヤ株式会社                    平成21年５月 12 日 

   コード番号 2893 ＵＲＬ http://www.lohmeyer.co.jp          上場取引所  東 

代表者       (役職名) 代表取締役社長   （氏名）柳原 広伸 

問合わせ先 （役職者） 常務取締役     （氏名）野口 一世   ＴＥＬ 0287-65-3500 

   定時株主総会開催予定日 平成 21 年６月 25 日 有価証券報告書提出予定日 平成 21 年６月 26 日 

   配当金開始予定日    ― 

     （以下、略） 
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【7ページ】 
 
 （訂正前） 

２．企業集団の状況 
（略） 

 

事業系統図は次のとおりです。 
        
 
         商品・製品の販売 
                
         商品の仕入、資金の借入 

 -

 
 
       

原料の仕入れ 
 
 
       原料の仕入れ 
        

 商品・製品の販売 
 
        
       商品・製品の販売 
 
 
       商品・製品の販売  
 
 
       商品・製品の販売 
 
 
       商品・製品の販売 
 
 
       商品・製品の販売 
 
 
       製品の販売 
 
 
 
 
       商品・製品の販売 

スターゼンインターナショナル株式会社（兄弟会社） 

株式会社ゼンチク販売（兄弟会社）

ローマイヤ販売販売株式会社（関連会社）

 
株式会社スターゼンミートグループ（兄弟会社） 

スターゼン北日本販売株式会社（兄弟会社）

スターゼン東日本販売株式会社（兄弟会社）

スターゼン西日本販売株式会社（兄弟会社）

スターゼン南日本販売株式会社（兄弟会社）

得意先 

スターゼン株式会社（親会社） 

ロ
ー
マ
イ
ヤ
株
式
会
社 
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 （訂正後） 
２．企業集団の状況 

（略） 

 

事業系統図はのとおりです。 
 
 

       

         商品・製品の販売 
                

 -

 
 
        商品の仕入、資金の借入 

 
       

原料の仕入れ 
 
 
       原料の仕入れ 
        

 商品・製品の販売 
 
        
       商品・製品の販売 
 
 
       商品・製品の販売  
 
 
       商品・製品の販売 
 
 
       商品・製品の販売 
 
 
       商品・製品の販売 
 
 
       製品の販売 
 
 
 
 
       商品・製品の販売 

スターゼンインターナショナル株式会社（兄弟会社） 

株式会社ゼンチク販売（兄弟会社）

ローマイヤ販売株式会社（関連会社）

 
株式会社スターゼンミートグループ（兄弟会社） 

スターゼン北日本販売株式会社（兄弟会社）

スターゼン東日本販売株式会社（兄弟会社）

スターゼン西日本販売株式会社（兄弟会社）

スターゼン南日本販売株式会社（兄弟会社）

得意先 

スターゼン株式会社（親会社） 

ロ
ー
マ
イ
ヤ
株
式
会
社 
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【８ページ】 
 
 （訂正前） 

３．経営方針 
  （略） 
（3）中長期的な経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社グループは、加工食品事業の拡大策として、栃木・埼玉両工場の生産能力増強、生

産効率向上のための「製造ライン整備」を整備し、販売量拡大を可能とする「ローマイヤ

ブランドの育成・拡大」、「物流システムの整備」、収益改善の核となる「原料・副原料・包

装資材等の仕入れの見直し」、更に、企業の生命線となる「商品の安全の確保」、「コンプラ

イアンス遵守」と将来を見据えた「人材の育成」を基本方針とし、安定的な利益確保を図

ってまいります。 
 

 
(４) その他会社の経営上の重要な事項 
   該当事項はありません。 
 
 

 （訂正後） 
３．経営方針 
 （略） 

（3）中長期的な経営戦略及び会社の対処すべき課題 
当社グループは、加工食品事業の拡大策として、栃木・埼玉両工場の生産能力増強、生

産効率向上のための「製造ライン」を整備し、販売量拡大を可能とする「ローマイヤブラ

ンドの育成・拡大」、「物流システムの整備」、収益改善の核となる「原料・副原料・包装資

材等の仕入れの見直し」、更に、企業の生命線となる「商品の安全の確保」、「コンプライア

ンス遵守」と将来を見据えた「人材の育成」を基本方針とし、安定的な利益確保を図って

まいります。 
 

 
（4） その他会社の経営上の重要な事項 
   該当事項はありません。 
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【１４ページ】 

 
 （訂正前） 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

                                      （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） 

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（△） △66,725 △46,785 

減価償却費 36,596 30,508 

のれん償却費 40,000 50,000 

新株発行費償却 3,023 ― 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △361 △705 

投資損失引当金の増減額（△は減少） △3,500 ― 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,513 12,054 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,733 △18,733 

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,193 27,483 

固定資産除却損 5,972 196 

投資有価証券評価損益（△は益） ― 3,499 

受取利息及び受取配当金 △896 △589 

受取保険金 ― △5,387 

支払利息 3,911 10,670 

売上債権の増減額（△は増加） 39,836 △777,241 

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,370 △123,530 

仕入債務の増減額（△は減少） 8,087 266,238 

未払債務の増減額（△は減少） △63,730 90,231 

長期未払金の増減額（△は減少） ― 19,765 

未収消費税等の増減額（△は増加） ― △6,861 

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,360 △6,240 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △1,608 1,608 

その他 1,170 △1,066 

小計 △78,928 △469,498 

利息及び配当金の受取額 896 589 

保険金の受取額 ― 5,387 

利息の支払額 △4,182 △10,670 

法人税等の支払額 △12,865 △10,207 

営業活動によるキャッシュ・フロー △95,079 △489,786 

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 △19,551 △30,539 

無形固定資産の取得による支出 △3,140 ― 

短期貸付金の純減額 88,572 390 

差入保証金の回収による収入 13,403 △874 

長期前払費用の支出 △5,426 △1,611 

営業譲受による支出 ― △246,013 

その他 △511 △256 

投資活動によるキャッシュ・フロー 73,347 △278,904 

 
 
 



 

 （訂正後） 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

                                      （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） 

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（△） △66,725 △46,785 

減価償却費 36,596 30,508 

のれん償却費 40,000 50,000 

新株発行費償却 3,023 ― 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △361 △705 

投資損失引当金の増減額（△は減少） △3,500 ― 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,513 12,054 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,733 △18,733 

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,193 27,483 

固定資産除却損 5,972 196 

投資有価証券評価損益（△は益） ― 3,499 

受取利息及び受取配当金 △896 △589 

受取保険金 ― △5,387 

支払利息 3,911 10,670 

売上債権の増減額（△は増加） 39,836 △777,241 

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,370 △123,530 

仕入債務の増減額（△は減少） 8,087 266,238 

未払債務の増減額（△は減少） △63,730 90,231 

長期未払金の増減額（△は減少） ― 19,765 

未収消費税等の増減額（△は増加） ― △6,861 

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,360 △6,240 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △1,608 1,608 

その他 1,170 △1,066 

△474,886小計 △78,928  

利息及び配当金の受取額 896 589 

保険金の受取額 ― 5,387 

利息の支払額 △4,182 △10,670 

法人税等の支払額 △12,865 △10,207 

営業活動によるキャッシュ・フロー △95,079 △489,786 

 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 △19,551 △30,539 

無形固定資産の取得による支出 △3,140 ― 

短期貸付金の純減額 88,572 390 

差入保証金の回収による収入 ―13,403  

差入保証金の差入による支出 ― △874   

長期前払費用の支出 △5,426 △1,611 

営業譲受による支出 ― △246,013 

その他 △511 △256 

投資活動によるキャッシュ・フロー 73,347 △278,904 
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【２１ページ】 

 
 （訂正前） 
（連結損益計算書関係） 

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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。  

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。  

 従業員給料手当   340,037千円  従業員給料手当   254,810千円

 運 賃 204,411千円  運 賃 330,368千円

 賞与引当金繰入額 24,098千円 45,417千円賞与引当金繰入額  

 役員退職慰労引当金繰入額 3,506千円 貸倒引当金繰入額 745千円

 貸倒引当金繰入額 1,608千円 役員退職慰労引当金繰入額     1,031千円

  のれん償却費 50,000千円

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                 9,681千円     

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

              11,018千円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

      建物      4,249千円 

      工具器具備品他 1,723千円   

       計      5,972千円   

 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

      工具器具備品他  196千円 

 
 （訂正後） 
（連結損益計算書関係） 

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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。  

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。  

 従業員給料手当   340,037千円  従業員給料手当   254,810千円

 運 賃 204,411千円  運 賃 330,368千円

 賞与引当金繰入額 24,098千円 38,151千円賞与引当金繰入額  

 役員退職慰労引当金繰入額 3,506千円 貸倒引当金繰入額 745千円

 貸倒引当金繰入額 1,608千円 役員退職慰労引当金繰入額     1,031千円

  のれん償却費 50,000千円

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                 9,681千円     

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

              11,018千円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

      建物      4,249千円 

      工具器具備品他 1,723千円   

       計      5,972千円   

 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

      工具器具備品他  196千円 
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【２８ページ】 
 
（訂正前） 

（ｅ）税効果会計関係 
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 

 繰延税金資産 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日現在）
当連結会計年度 

（平成21年３月31日現在）

  （千円） （千円）

 繰越欠損金 1,054,815 750,368

 減損損失 313,754 313,754

 賞与引当金損金 31,326 42,077

 退職給付引当金 15,722 20,597

 役員退職慰労引当金 7,575 7,993

 営業譲受費用 3,639 1,819

 関係会社株式評価損 － 24,264

 たな卸資産評価損 － 1,785

 その他 7,389 3,679

 繰延税金資産小計 1,434,223 1,166,339

 評価性引当額 △1,434,223 △1,166,339

 繰延税金資産合計 － －

  

 繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △4,512 △1,367

 繰延税金負債計 △4,512 △1,367

 繰延税金負債の純額 △4,512 △1,367

 
 

（訂正後） 
（ｅ）税効果会計関係 

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 

 繰延税金資産 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日現在）
当連結会計年度 

（平成21年３月31日現在）

  （千円） （千円）

 繰越欠損金 1,054,815 750,368

 減損損失 313,754 313,754

 賞与引当金 31,326 42,077

 退職給付引当金 15,722 20,597

 役員退職慰労引当金 7,575 7,993

 営業譲受費用 3,639 1,819

 関係会社株式評価損 － 24,264

 たな卸資産評価損 － 1,785

 その他 7,389 6,392

 繰延税金資産小計 1,434,223 1,169,052

 評価性引当額 △1,434,223 △1,169,052

 繰延税金資産合計 － －

  

 繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △4,512 △1,367

 繰延税金負債計 △4,512 △1,367

 繰延税金負債の純額 △4,512 △1,367
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【４２ページ】 
 
（訂正前） 
（5）重要な会計方針 

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．有価証券の評価基準及び評価方法 

 （1）子会社株式 

   移動平均法による原価法 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   商品       個別法による原価法 

   製品       先入先出法による原価法 

   原材料      個別法による原価法 

   仕掛品      先入先出法による原価法 

   貯蔵品      最終仕入原価法 

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 （1）関係会社株式 

       同左 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

 

 

時価のないもの 

    同左 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法   

  商品・原材料は個別法による原価法、製品・仕掛品は先

入先出法による原価法、貯蔵品は最終仕入原価法（いずれ

も、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しておりま

す。 

     これにより、営業損失、経常損失及び前引前当期純損失は、

それぞれ 5,757 千円増加しております。     

 

 
（訂正後） 
（5）重要な会計方針 

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．有価証券の評価基準及び評価方法 

 （1）子会社株式 

   移動平均法による原価法 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   商品       個別法による原価法 

   製品       先入先出法による原価法 

   原材料      個別法による原価法 

   仕掛品      先入先出法による原価法 

   貯蔵品      最終仕入原価法 

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 （1）関係会社株式 

       同左 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

 

 

時価のないもの 

    同左 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法   

  商品・原材料は個別法による原価法、製品・仕掛品は先

入先出法による原価法、貯蔵品は最終仕入原価法（いずれ

も、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しておりま

す。 

      これにより、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失

は、それぞれ5,757千円増加しております。 

 
以 上 
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1.  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） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）当連結会計年度末では連結子会社が存在しませんので、連結貸借対照表と個別貸借対照表の数値は同一であり、その数値に基づき、平成21年３月
期の連結財政状態を記載しております。詳細は17ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、１.連結の範囲に関する事項」をご覧くだ
さい。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 9,873 35.2 △52 ― △48 ― △51 ―
20年3月期 7,301 ― △50 ― △50 ― △41 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △1.66 ― △4.0 △1.3 △0.5
20年3月期 △1.32 ― △3.1 △1.9 △0.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 3,746 1,287 34.4 41.29
20年3月期 2,537 1,318 51.8 42.11

（参考） 自己資本   21年3月期  1,287百万円 20年3月期  1,314百万円

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
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △489 △278 770 44
20年3月期 △95 73 △0 44

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  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） 
（注）当社は、平成22年３月期より連結対象子会社が存在しない為、連結財務諸表非作成会社となりますので、連結業績予想は記載しておりません。 



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  

(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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は17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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たりの当期純利益（連結）の算定基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 31,337,000株 20年3月期 31,337,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  147,129株 20年3月期  129,243株

（参考）個別業績の概要 

1.  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） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 9,782 44.2 △10 ― △6 ― △20 ―
20年3月期 6,783 △6.6 35 ― 35 ― △40 ―

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

円 銭 円 銭

21年3月期 △0.66 ―
20年3月期 △1.30 ―

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 3,746 1,287 34.4 41.29
20年3月期 2,481 1,314 53.0 42.13

（参考） 自己資本 21年3月期  1,287百万円 20年3月期  1,314百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、３ページ「１.経営成績 次期の見通
し」をご覧ください。  

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

第2四半期 
累計期間 6,800 88.6 22 ― 7 ― 2 ― 0.06

通期 13,300 36.0 126 ― 95 ― 86 ― 2.76
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