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平成21年５月20日 

各   位 

会 社 名 ユニオンホールディングス株式会社

代 表者名 代表取締役社長  横 濱  豊行

(コード番号：7736 東証第二部) 

問 合せ先 専 務 取 締 役  山 島  利彦

(Tel： 03-3966-2210) 

 

 

（訂正）平成21年３月期 決算短信一部訂正について 

 

平成21年５月15日に発表いたしました「平成21年３月期 決算短信」において、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、訂正箇所については下線で示しております。 

 

記 

 

訂正箇所 

 

１．２ページ サマリー情報 

   ４．その他 

    （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） 

  【訂正前】 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

【訂正後】 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

       ［（注）詳細は、25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の変更」

をご覧下さい。］ 

 

２．３ページ １．経営成績 

    （１）経営成績に関する分析 

      ①当連結会計年度に関する分析 

  【訂正前】    

～省略～ 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,144百万円、営業損失1,454百万円、経常

損失1,466百万円、当期純損失3,217百万円となりました。 

【訂正後】    

～省略～ 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,144百万円、営業損失1,129百万円、経常

損失1,140百万円、当期純損失3,217百万円となりました。 
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３．５ページ １．経営成績 

       （２）財政状態の変動状況 

         （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  【訂正前】 

  平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期

自己資本比率 68.3 65.4 44.5 17.6

時価ベースの自己資本比率 54.0 59.7 34.1 58.1

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しています。 
  自己資本比率：自己資本／総資産 
  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
  インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 
３．キャッシュ・フローは、営業活動におけるキャッシュ・フローを利用しています。 
４．有利子負債は、連結貸借対照表に記載されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし    

ています。 

 

【訂正後】 

  平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期

自己資本比率 68.3 65.4 44.5 17.6

時価ベースの自己資本比率 54.0 59.7 34.1 58.1

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しています。 
  自己資本比率：自己資本／総資産 
  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
  インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（削除） 
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４．21ページ ４．【連結財務諸表】 

    （６）【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

  【訂正前】 

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） 

～省略～ ～省略～ 

～省略～ ２ 持分法の適用に関する事項 
(1) 持分法適用の関連会社数 ０社 

従来、持分法適用関連会社であった㈱ＵＳＳひまわ
りグループは、保有株式の売却により、当社の持分比
率が減少したため関連会社の範囲から除外しており
ます。 
 また、持分法適用会社であった㈱ＴＴＧホールディ
ングスは、保有株式の売却により、当社の持分がなく
なったため関連会社の範囲から除外しております。 
 さらに、持分法適用関連会社であったエス・ジェ
イ・オメガ㈱は、保有株式の売却により、当社の持分
がなくなったため関連会社の範囲から除外しており
ます。 
 

(2)持分法の非適用会社 
同左 

～省略～ ～省略～ 

 

  【訂正後】 

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） 

～省略～ ～省略～ 

～省略～ ２ 持分法の適用に関する事項 
(2) 持分法適用の関連会社数 ０社 

従来、持分法適用関連会社であった㈱ＵＳＳひまわ
りグループは、保有株式の売却により、当社の持分比
率が減少したため関連会社の範囲から除外しており
ます。 
 また、持分法適用会社であった㈱ＡＴＳ（旧商号：
㈱ＴＴＧホールディングス）は、保有株式の売却によ
り、当社の持分がなくなったため関連会社の範囲から
除外しております。 
 さらに、持分法適用関連会社であったエス・ジェ
イ・オメガ㈱は、保有株式の売却により、当社の持分
がなくなったため関連会社の範囲から除外しており
ます。 
 

(2)持分法の非適用会社 
同左 

～省略～ ～省略～ 
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５．25ページ ４．【連結財務諸表】 

   （７）【連結財務諸表作成のための基本となる重要事項の変更】 

      【会計処理の変更】 

  【変更前】 

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） 

～省略～ ―――――――――― 

―――――――――― （棚卸資産の評価に関する会計基準） 
 当連結会計年度より「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日公表分）が
適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸
資産の評価基準については、原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 なお、陶芸変更が与える影響は軽微であります。 
 

―――――――――― 

 
～省略～ 

―――――――――― 

 

 

 

（連結財務処方作成における在外子会社の会計処理に関
する当面の取扱い） 
 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子
会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第
18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な修正を
行っております。 
 これによる、営業利益、計上利益及び税金等調整前当期
純利益に与える影響はありません。 
 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。

  【変更後】 

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） 

～省略～ ―――――――――― 

―――――――――― （棚卸資産の評価に関する会計基準） 
 当連結会計年度より「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日公表分）が
適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸
資産の評価基準については、原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 なお、当該変更が与える影響は軽微であります。 
 

―――――――――― 

 
～省略～ 

―――――――――― 

 

 

 

（連結財務処方作成における在外子会社の会計処理に関
する当面の取扱い） 
 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子
会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第
18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な修正を
行っております。 
 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期
純利益に与える影響はありません。 
 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。
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６．37ページ  ４．【連結財務諸表】 

   （８）【連結財務諸表に関する注記事項】 

     （関連当事者情報） 

     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 関連当事者との取引 

       （イ）連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  【訂正前】 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業 

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係

取引の内

容 

取引金

額 

(千円) 

科目 

期末

残高

(千

円) 

～省略～ 

関連 

会社 

(株)ＴＴＧ北

海道（注２） 

北海道 

札幌市 
33

電気通信設

備工事 
なし なし 短期貸付 8,000 

短期貸付金 

未収利息 
8,698

～省略～ 

 

 

  【訂正後】 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内

容 

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事

者 

との関係

取引の内

容 

取引金

額 

(千円) 

科目 

期末

残高

(千

円) 

～省略～ 

関連 

会社 

(株)ＴＴＧ北

海道（注２） 

北海道 

札幌市 
33

電 気 通 信

設備工事 
なし なし 短期貸付 8,000 

固定化営業債

権 

貸倒引当金 

8,698

～省略～ 
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７．45ページ ４．【連結財務諸表】 

   （８）【連結財務諸表に関する注記事項】 

      （１株当たり情報） 

      （２）１株当たり当期純損失額 

  【訂正前】 

 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）

連結損益計算上の当期純損失（千円） 9,713,457 3,217,637

普通株主に帰属しない金額（千円）  ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円）  9,713,457 3,217,637

普通株式の期中平均株式数（千株）  57,595 97,615

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株あたり当期純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の内容 

潜在株式の種類 

 第５回新株予約権16個 

 第１回ストック・オプショ

 ン 9,000個 

潜在株式の種類 

 第１回無担保転換社債型新

  株予約権付社債28個 

 第２回ストック・オプショ

 ン 22,000個 

 

【訂正後】 

 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）

連結損益計算上の当期純損失（千円） 9,713,457 3,217,637

普通株主に帰属しない金額（千円）  ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円）  9,713,457 3,217,637

普通株式の期中平均株式数（千株）  57,595 97,615

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株あたり当期純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の内容 

潜在株式の種類 

 第５回新株予約権16個 

 第１回ストック・オプショ

 ン 9,000個 

潜在株式の種類 

第５回新株予約権16個 

 第１回無担保転換社債型新

  株予約権付社債28個 

 第２回ストック・オプショ

 ン 22,000個 
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８．51ページ ５．【個別財務諸表】 

   （３）【株主資本等変動計算書】 

  【訂正前】 

 前事業計年度 

（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）

 ～省略～ ～省略～ 

利益剰余金   

 その他利益剰余金   

  繰越利益剰余金   

   前期末残高 △9,375,633 △9,286,489

   当期末変動額 

    利益純金の取崩 6,284,251 7,342,731

    資本準備金の取崩 3,091,382 1,943,757

    当期純利益 △9,286,489 △4,147,171

    当期変動額合計 89,144 7,623,074

   当期末残高 △9,286,489 △4,147,171

 ～省略～ ～省略～ 

 

【訂正前】 

 前事業計年度 

（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）

 ～省略～ ～省略～ 

利益剰余金   

 その他利益剰余金   

  繰越利益剰余金   

   前期末残高 △9,375,633 △9,286,489

   当期末変動額 

    利益純金の取崩 6,284,251 7,342,731

    資本準備金の取崩 3,091,382 1,943,757

    当期純利益 △9,286,489 △4,147,171

    当期変動額合計 89,144 5,139,317

   当期末残高 △9,286,489 △4,147,171

 ～省略～ ～省略～ 
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９．56ページ ５．【個別財務諸表】 

   （６）【重要な会計方針の変更】 

      【会計処理の変更】 

  【変更前】 

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） 

～省略～ ―――――――――― 

―――――――――― （棚卸資産の評価に関する会計基準） 
 当連結会計年度より「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日公表分）が
適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸
資産の評価基準については、原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 なお、陶芸変更が与える影響は軽微であります。 
 

―――――――――― 

 
～省略～ 

―――――――――― 

 

 

 

（連結財務処方作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な修正を

行っております。 

 これによる、営業利益、計上利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。

 

  【変更後】 

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） 

～省略～ ―――――――――― 

―――――――――― （棚卸資産の評価に関する会計基準） 
 当連結会計年度より「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日公表分）が
適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸
資産の評価基準については、原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 なお、当該変更が与える影響は軽微であります。 
 

―――――――――― 

 
～省略～ 

―――――――――― 

 
（削除） 
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10．60ページ ５．【個別財務諸表】 

   （７）【個別財務諸表に関する注記事項】 

      （税効果会計関係） 

  【変更前】 

前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21年３月31日） 

～省略～ 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) 

   税務上の繰越欠損金 11,123,026 千円 

   貸倒引当金繰入超過額 653,050 千円 

   建物評価損 22,439 千円 

   土地評価損 17,923 千円 

   その他 12,357 千円 

    繰延税金資産小計 11,828,785 千円 

    評価性引当額 △11,828,795 千円 

     繰延税金資産合計 ― 千円 

  

 

  【変更後】 

前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21年３月31日） 

～省略～ 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) 

   税務上の繰越欠損金 11,123,026 千円 

   貸倒引当金繰入超過額 653,050 千円 

   建物評価損 22,439 千円 

   土地評価損 17,923 千円 

   その他 12,357 千円 

    繰延税金資産小計 11,828,795 千円 

    評価性引当額 △11,828,795 千円 

     繰延税金資産合計 ― 千円 
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11．61ページ ５．【個別財務諸表】 

   （７）【個別財務諸表に関する注記事項】 

      （１株当たり情報） 

      （２）１株当たり当期純損失額 

  【訂正前】 

 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）

損益計算上の当期純損失（千円） 9,286,489 4,147,171

普通株主に帰属しない金額（千円）  ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円）  9,286,489 4,147,171

普通株式の期中平均株式数（千株）  57,595 97,615

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株あたり当期純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の内容 

潜在株式の種類 

 第５回新株予約権16個 

 第１回ストック・オプショ

 ン 9,000個 

潜在株式の種類 

 第１回無担保転換社債型新

  株予約権付社債28個 

 第１回ストック・オプショ

 ン 9,000個 

 

【訂正後】 

 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）

損益計算上の当期純損失（千円） 9,286,489 4,147,171

普通株主に帰属しない金額（千円）  ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円）  9,286,489 4,147,171

普通株式の期中平均株式数（千株）  57,595 97,615

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株あたり当期純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の内容 

潜在株式の種類 

 第５回新株予約権16個 

 第１回ストック・オプショ

 ン 9,000個 

潜在株式の種類 

第５回新株予約権16個 

 第１回無担保転換社債型新

  株予約権付社債28個 

 第２回ストック・オプショ

 ン 22,000個 

 

 

以 上 


