
 

各  位 

2009 年 5 月 26 日 

 

代表取締役社長 関本 彰大 

（コード番号 9479 東証 1 部） 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 「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」に一部訂正すべき事項がござい

ましたので、お知らせいたします。本訂正は、個別財務諸表の数値に関する訂正であり、連結財務諸表

の数値に訂正はございません。 

 

記 

 

１． 訂正理由 

      当社は、連結子会社への債権に対して、追加して貸倒引当金を計上したことにより今回の訂正

に至っております。 

 

２. 訂正箇所 

本件における決算短信の訂正箇所は以下のとおりであります。 

項目名 記載ページ 訂正箇所 

サマリー情報 （参考）個別業績の概況 

（1） 個別経営成績 

（2） 個別財政状態 

 

２ 

２ 

 

21年3月期 

21年3月期 

２ 【財務諸表等】 

（1）【財務諸表】  

①【貸借対照表】 

②【損益計算書】 

③【株主資本等変動計算書】 

 

 

50～51 

52 

53～54 

 

 

当事業年度 

当事業年度 

当事業年度 

注記事項 

 （損益計算書関係） 

 （１株当たり情報） 

 

61 

63～64 

 

当事業年度 

当事業年度 

次ページ以降に（訂正前）と（訂正後）の内容を記載いたします。なお、訂正箇所は下線  を付

して表示しております。 

 



◆サマリー情報 （参考）個別業績の概要  

（修正前）

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）
(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,096 △ 2.9 △ 346 ― △ 296 ― △ 1,732 ―

20年3月期 1,130 16.2 △ 426 ― △ 406 ― △ 2,584 ―

円　銭 円　銭

21年3月期 △ 48.02

20年3月期 △ 70.77

（注）平成20年３月期の１株当たり当期純利益は、平成21年１月４日付で行った普通株式１株につき
　　　100株の株式分割を勘案し、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の数値を記載しております。

(2) 個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円　銭

21年3月期 12,086 9,001 74.2 249.59

20年3月期 13,986 11,036 78.8 301.72

（参考）自己資本 　　　20年3月期 11,018百万円

（注）平成20年３月期の１株当たり純資産は、平成21年１月４日付で行った普通株式１株につき
　　　100株の株式分割を勘案し、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の数値を記載しております。

（修正後）

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）
(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,096 △ 2.9 △ 346 ― △ 296 ― △ 1,747 ―

20年3月期 1,130 16.2 △ 426 ― △ 406 ― △ 2,584 ―

円　銭 円　銭

21年3月期 △ 48.43

20年3月期 △ 70.77

（注）平成20年３月期の１株当たり当期純利益は、平成21年１月４日付で行った普通株式１株につき
　　　100株の株式分割を勘案し、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の数値を記載しております。

(2) 個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円　銭

21年3月期 12,071 8,986 74.1 249.18

20年3月期 13,986 11,036 78.8 301.72

（参考）自己資本 　　　20年3月期 11,018百万円

（注）平成20年３月期の１株当たり純資産は、平成21年１月４日付で行った普通株式１株につき
　　　100株の株式分割を勘案し、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の数値を記載しております。

自己資本比率 １株当たり純資産

当期純利益

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

営業収益 営業利益 経常利益

―

―

―

―

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益

営業利益

21年3月期 8,962百万円

営業収益

総資産 純資産

経常利益 当期純利益

21年3月期 8,947百万円

自己資本比率 １株当たり純資産

１株当たり当期純利益

総資産 純資産

 
 
 



◆ ２【財務諸表等】 

(１)【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

資産の部

流動資産

（略）

貸倒引当金

流動資産合計

（略）

資産合計

純資産の部

株主資本

（略）

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

利益剰余金合計

（略）

株主資本合計

（略）

純資産合計

負債純資産合計

8,720,629

8,986,370

12,071,750

△ 1,747,545

△ 1,747,545

9,001,370

12,086,750

△ 510,000

2,637,799

12,071,750

△ 1,732,545

△ 1,732,545

8,735,629

12,086,750

△ 495,000

2,652,799

（訂正前） （訂正後）

当事業年度
（平成21年３月31日） （平成21年３月31日）

当事業年度

 

 

 

◆ ２【財務諸表等】 

(１)【財務諸表】 

②【損益計算書】 

  

（略）

特別損失

（略）

貸倒引当金繰入額

（略）

特別損失合計

税引前当期純損失（△）

（略）

当期純損失（△） △ 1,732,545 △ 1,747,545

2,189,604 2,204,604

△ 1,677,505 △ 1,692,505

487,075 502,075

    至 平成21年３月31日）     至 平成21年３月31日）
（自 平成20年４月１日 （自 平成20年４月１日

（訂正前） （訂正後）

当事業年度 当事業年度

 

 

 

 



◆ ２【財務諸表等】 

(１)【財務諸表】 

③【株主資本等変動計算書】 

株主資本

（略）

利益剰余金

その他の利益剰余金

（略）

繰越利益剰余金

（略）

当期純損失（△）

当期変動額合計

当期末残高

利益剰余金合計

（略）

当期純損失（△）

当期変動額合計

当期末残高

（略）

株主資本合計

（略）

当期純損失（△）

（略）

当期変動額合計

当期末残高

（略）

純資産合計

（略）

当期純損失（△）

（略）

当期変動額合計

当期末残高 9,001,370 8,986,370

△ 2,035,097 △ 2,050,097

△ 1,732,545 △ 1,747,545

△ 1,847,253 △ 1,862,253

8,735,629 8,720,629

△ 1,732,545 △ 1,747,545

△ 1,732,545 △ 1,747,545

△ 1,732,545 △ 1,747,545

541,631 526,631

541,631 526,631

△ 1,732,545 △ 1,747,545

△ 1,732,545 △ 1,747,545

（自 平成20年４月１日 （自 平成20年４月１日
    至 平成21年３月31日）     至 平成21年３月31日）

（訂正前） （訂正後）

当事業年度 当事業年度

 

 

◆注記事項 

（損益計算書関係） 

※６. 貸倒引当金繰入額のうち 391,000千円 は ※６. 貸倒引当金繰入額のうち 406,000千円 は

　　　関係会社に対するものであります。 　　　関係会社に対するものであります。

(略） (略）

（訂正前） （訂正後）

当事業年度 当事業年度
（自 平成20年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成21年３月31日）     至 平成21年３月31日）

 

  



◆注記事項 

（１株当たり情報） 

 

１株当たり純資産額 249円59銭 １株当たり純資産額 249円18銭

１株当たり当期純損失金額 48円02銭 １株当たり当期純損失金額 48円43銭

(略） (略）

当事業年度
（自 平成20年４月１日

    至 平成21年３月31日）
（自 平成20年４月１日

    至 平成21年３月31日）

（訂正前） （訂正後）
当事業年度

 

 

（注）１株当たり当期純損失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。

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） 1,732,545 1,747,545

（略）

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,732,545 1,747,545

（略）

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（略）

純資産の部の合計額（千円） 9,001,370 8,986,370

（略）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,962,483 8,947,483

（略）

（自 平成20年４月１日
　  至 平成21年３月31日）

（自 平成20年４月１日
　  至 平成21年３月31日）

当事業年度当事業年度
（訂正前） （訂正後）

当事業年度 当事業年度
（自 平成20年４月１日 （自 平成20年４月１日

　  至 平成21年３月31日） 　  至 平成21年３月31日）

（訂正前） （訂正後）

項目

 

   

以 上 
 

 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社インプレスホールディングス 広報部 

Tel: 03-5275-9010 / E-mail: release@impressholdings.com 

URL： http://www.impressholdings.com/    



平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社インプレスホールディングス 上場取引所 東 

コード番号 9479 URL http://www.impressholdings.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 関本 彰大

問合せ先責任者 （役職名） 取締役/執行役員CFO （氏名） 山手 章弘 TEL 03-5275-9011
定時株主総会開催予定日 平成21年6月20日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月22日

配当支払開始予定日 ―

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） 

（注）平成20年３月期の１株当たり当期純利益は、平成21年１月４日付で行った普通株式１株につき100株の株式分割を勘案し、当該株式分割が 
   前期首に行われたと仮定した場合の数値を記載しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成20年３月期の１株当たり純資産は、平成21年１月４日付で行った普通株式１株につき100株の株式分割を勘案し、当該株式分割が 
   前期首に行われたと仮定した場合の数値を記載しております。 

(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 18,446 △3.3 △693 ― △632 ― △1,893 ―

20年3月期 19,074 10.8 156 △80.6 71 △90.9 △1,750 ―

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 △52.47 ― △16.7 △3.4 △3.8

20年3月期 △47.94 ― △12.9 0.3 0.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  41百万円 20年3月期  △79百万円

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 17,398 10,637 58.8 284.70
20年3月期 20,098 12,835 62.1 341.91

（参考） 自己資本   21年3月期  10,223百万円 20年3月期  12,485百万円

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 813 △357 △497 2,852
20年3月期 626 △1,597 674 2,914

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 ― 0.0
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

9,000 △3.2 ― ― ― ― △180 ― △4.99

通期 18,400 △0.3 400 ― 400 ― 0 ― 0.00



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、28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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注１）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、47ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 
（注２）当社は、平成21年1月4日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 37,371,500株 20年3月期 373,715株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,463,188株 20年3月期  8,542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） 

（注）平成20年３月期の１株当たり当期純利益は、平成21年１月４日付で行った普通株式１株につき100株の株式分割を勘案し、当該株式分割が 
   前期首に行われたと仮定した場合の数値を記載しております。 

(2) 個別財政状態 

（注）平成20年３月期の１株当たり純資産は、平成21年１月４日付で行った普通株式１株につき100株の株式分割を勘案し、当該株式分割が 
   前期首に行われたと仮定した場合の数値を記載しております。 
 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 1,096 △2.9 △346 ― △296 ― △1,747 ―

20年3月期 1,130 16.2 △426 ― △406 ― △2,584 ―

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 △48.43 ―

20年3月期 △70.77 ―

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 12,071 8,986 74.1 249.18
20年3月期 13,986 11,036 78.8 301.72

（参考） 自己資本 21年3月期  8,947百万円 20年3月期  11,018百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、 
  業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
  なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照してください。 
２．当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行 
  による株券電子化に伴い、この制度の取扱対象外とされている端株の整理を行うため、平成21年1月4日付で普通株式1株につき100株の株式分割 
  を実施いたしました。 



２【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,043,013 1,021,833 

売掛金 ※1  79,064 ※1  66,677 

有価証券 300,000 200,000 

前払費用 31,166 38,981 

繰延税金資産 54,100 － 

短期貸付金 ※1  1,113,544 ※1  1,623,573 

未収入金 ※1  225,649 ※1  190,767 

その他 3,972 5,965 

貸倒引当金 △104,000 △510,000 

流動資産合計 2,746,510 2,637,799 

固定資産   

有形固定資産   

建物 88,997 86,053 

減価償却累計額 △36,154 △42,407 

建物（純額） 52,842 43,645 

工具、器具及び備品 366,564 397,916 

減価償却累計額 △244,775 △309,524 

工具、器具及び備品（純額） 121,788 88,391 

有形固定資産合計 174,631 132,037 

無形固定資産   

ソフトウエア 269,611 274,501 

ソフトウエア仮勘定 10,116 1,100 

その他 4,124 4,124 

無形固定資産合計 283,852 279,725 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,386,046 2,265,293 

関係会社株式 7,157,982 6,601,380 

関係会社長期貸付金 108,600 68,600 

敷金及び保証金 101,040 86,913 

保険積立金 27,439 － 

破産更生債権等 － 96,075 

貸倒引当金 － △96,075 

投資その他の資産合計 10,781,108 9,022,187 

固定資産合計 11,239,593 9,433,951 

資産合計 13,986,103 12,071,750 



(単位：千円)

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) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,700,000 1,300,000 

1年内返済予定の長期借入金 － 164,000 

未払金 144,420 ※1  354,318 

未払費用 17,187 8,005 

未払法人税等 9,045 8,726 

預り金 ※1  684,527 ※1  797,081 

賞与引当金 30,182 20,277 

その他 2,067 1,832 

流動負債合計 2,587,430 2,654,242 

固定負債   

長期借入金 － 213,000 

繰延税金負債 298,720 155,699 

退職給付引当金 63,484 62,438 

固定負債合計 362,204 431,137 

負債合計 2,949,635 3,085,380 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,341,021 5,341,021 

資本剰余金   

資本準備金 1,354,096 1,354,096 

その他資本剰余金 6,464,697 4,190,520 

資本剰余金合計 7,818,793 5,544,617 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,274,176 △1,747,545 

利益剰余金合計 △2,274,176 △1,747,545 

自己株式 △302,757 △417,464 

株主資本合計 10,582,881 8,720,629 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 435,235 226,854 

評価・換算差額等合計 435,235 226,854 

新株予約権 18,350 38,886 

純資産合計 11,036,468 8,986,370 

負債純資産合計 13,986,103 12,071,750 



②【損益計算書】 

(単位：千円)

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) 

営業収益 ※1  1,130,124 ※1  1,096,873 

営業費用   

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,556,865 ※1, ※2  1,443,561 

営業損失（△） △426,741 △346,688 

営業外収益   

受取利息 ※1  28,815 ※1  43,797 

有価証券利息 8,190 4,535 

受取配当金 4,695 11,695 

為替差益 69 － 

受取保険金 12,060 36,001 

その他 1,865 793 

営業外収益合計 55,697 96,823 

営業外費用   

支払利息 15,645 21,608 

支払手数料 19,698 24,102 

その他 1 676 

営業外費用合計 35,345 46,387 

経常損失（△） △406,390 △296,251 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 12,155 

新株予約権戻入益 9,950 1,359 

受取保険金 － 774,836 

償却債権取立益 － 20,000 

特別利益合計 9,950 808,351 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  12,454 － 

投資有価証券評価損 833,885 600,927 

関係会社株式評価損 931,928 917,139 

減損損失 ※4  320,537 － 

事業構造改革費 － ※5  184,335 

貸倒引当金繰入額 ※6  54,000 ※6  502,075 

その他 15,033 126 

特別損失合計 2,167,838 2,204,604 

税引前当期純損失（△） △2,564,279 △1,692,505 

法人税、住民税及び事業税 △65,024 939 

法人税等調整額 85,430 54,100 

法人税等合計 20,405 55,039 

当期純損失（△） △2,584,684 △1,747,545 



③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,341,021 5,341,021 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,341,021 5,341,021 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,354,096 1,354,096 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,354,096 1,354,096 

その他資本剰余金   

前期末残高 6,464,697 6,464,697 

当期変動額   

欠損填補 － △2,274,176 

当期変動額合計 － △2,274,176 

当期末残高 6,464,697 4,190,520 

資本剰余金合計   

前期末残高 7,818,793 7,818,793 

当期変動額   

欠損填補 － △2,274,176 

当期変動額合計 － △2,274,176 

当期末残高 7,818,793 5,544,617 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2,304 － 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △2,304 － 

当期変動額合計 △2,304 － 

当期末残高 － － 

繰越利益剰余金   

前期末残高 381,251 △2,274,176 

当期変動額   

剰余金の配当 △73,048 － 

特別償却準備金の取崩 2,304 － 

欠損填補 － 2,274,176 

当期純損失（△） △2,584,684 △1,747,545 

当期変動額合計 △2,655,428 526,631 

当期末残高 △2,274,176 △1,747,545 

利益剰余金合計   

前期末残高 383,556 △2,274,176 

当期変動額   

剰余金の配当 △73,048 － 

欠損填補 － 2,274,176 

当期純損失（△） △2,584,684 △1,747,545 

当期変動額合計 △2,657,733 526,631 

当期末残高 △2,274,176 △1,747,545 



(単位：千円)

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) 

自己株式   

前期末残高 △301,321 △302,757 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,435 △114,707 

当期変動額合計 △1,435 △114,707 

当期末残高 △302,757 △417,464 

株主資本合計   

前期末残高 13,242,049 10,582,881 

当期変動額   

剰余金の配当 △73,048 － 

当期純損失（△） △2,584,684 △1,747,545 

自己株式の取得 △1,435 △114,707 

当期変動額合計 △2,659,168 △1,862,253 

当期末残高 10,582,881 8,720,629 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 821,849 435,235 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △386,613 △208,381 

当期変動額合計 △386,613 △208,381 

当期末残高 435,235 226,854 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 821,849 435,235 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △386,613 △208,381 

当期変動額合計 △386,613 △208,381 

当期末残高 435,235 226,854 

新株予約権   

前期末残高 49,750 18,350 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,399 20,536 

当期変動額合計 △31,399 20,536 

当期末残高 18,350 38,886 

純資産合計   

前期末残高 14,113,649 11,036,468 

当期変動額   

剰余金の配当 △73,048 － 

当期純損失（△） △2,584,684 △1,747,545 

自己株式の取得 △1,435 △114,707 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △418,012 △187,844 

当期変動額合計 △3,077,181 △2,050,097 

当期末残高 11,036,468 8,986,370 




