
 

 

平成 21 年５月 29 日 

各  位 

会 社 名 インスパイアー株式会社 

代表者氏名  代表取締役社長    駒澤 孝次 

（コード番号：２７２４ 大証ヘラクレスＧ） 

問 合 せ 先 経理部 部長 津守 康寿 

電 話 番 号  03-5418-4811 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期決算短信（非連結）」の一部訂

正について 

 

 平成 21 年５月 15 日付で発表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信（非連結）」の内容記

載に一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。 

 なお、訂正箇所には下線＿を付して表示しております。 

 

記 
1.訂正理由 
 当社 18期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)有価証券報告書の作成に

かかる当社の一時会計監査人である監査法人が、会計監査人変更に伴い、第 3 四半期よ

り監査手続きを行ったことにより厳密な通期の決算の手続き上、破産更生債権、貸倒引

当金、減損損失等の処理に時間を要してしまい最終的な調整が決算短信発表後に及んで

しまったため、今回、平成 21 年３月期通期の個別決算数値が変更されることとなりま

した。 
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1ページ 
【訂正前】 
 
 (百万円未満切捨て)

1. 平成 21 年３月期の業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
(1) 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 1,501 △14.4 △383 ─ △427 ─ △1,519 ─ 

20年３月期 1,754 △16.7 △124 ─ △108 ─ △317 ─ 

 

 
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 △73,415 34 ─ ─ ─ ─ ─ 

 20年３月期 △39,234 48 ─ ─ ─ ─ ─  
(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 
(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 1,053 254 24.1 4,202 39 

 20年３月期 1,237 466 36.9 56,519 40  
(参考) 自己資本  21年３月期 254百万円  20年３月期 457百万円

(3) キャッシュ・フローの状況  
 

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 △1,460 △64 1,374 78 

 20年３月期 ─ ─ ─ ─ 

 

【訂正後】 

(百万円未満切捨て)

1. 平成 21 年３月期の業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
(1) 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 1,503 △14.3 △423 ─ △497 ─ △1,518 ─ 

20年３月期 1,754 △16.7 △124 ─ △108 ─ △317 ─ 

 

 
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 △73,395 46 ─ ─ ─ ─ ─ 

 20年３月期 △39,234 48 ─ ─ ─ ─ ─  
(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 
(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 1,051 254 24.2 4,209 20 

 20年３月期 1,237 466 36.9 56,519 40  
(参考) 自己資本  21年３月期 254百万円  20年３月期 457百万円
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(3) キャッシュ・フローの状況  
 

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 △1,469 △55 1,374 78 

 20年３月期 ─ ─ ─ ─ 

 
3 ページ 

【訂正前】 

1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当事業年度におけるわが国経済は、サブプライムローンを発端とした米国金融市場の悪化、

原油価格の高騰の影響等による世界的な経済環境の悪化を受け、わが国における基幹産業

である自動車や電器メーカーなど輸出産業を中心に企業収益が短期間で急激に悪化し、景

気の不透明感が強まってまいりました。  

 当社の属する IT セキュリティ業界においても、相次ぐ情報漏洩、不正アクセスの増加に

より、大手企業や官公庁と共に、中堅企業においても情報セキュリティに対する関心は引

き続き高い傾向にはありますが、その一方で企業の当社セキュリティ商品を含む設備投資

等についての抑制や先送りが見られると同時に、商品やサービス、企業間の競争は益々激

化してきており、売上や利益確保が一段と厳しくなってきている状況にもあります。 

当社は、このような厳しい環境のもと、新経営体制を構築し、既存のセキュリティ商品の

販売に加えて、新しいソリューション、サービス開発にも積極的に取り組み、収益力の回

復に努めてまいりましたが、当初見込みの売上及び粗利益の確保には至りませんでした。  

 このような、新たなる営業活動を展開し受注の確保に努めた結果、当事業年度の業績は、

売上高 1,501 百万円（前年同期は 1,754 百万円）、営業損失 383 百万円（前年同期は 124 百

万円の営業損失）、経常損失 427 百万円（前年同期は 108 百万円の経常損失）、当期純損失

1,519 百万円（前年同期は 317 百万円の当期純損失）となりました。  

   

【訂正後】 

1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当事業年度におけるわが国経済は、サブプライムローンを発端とした米国金融市場の悪化、

原油価格の高騰の影響等による世界的な経済環境の悪化を受け、わが国における基幹産業

である自動車や電器メーカーなど輸出産業を中心に企業収益が短期間で急激に悪化し、景

気の不透明感が強まってまいりました。  

 当社の属する IT セキュリティ業界においても、相次ぐ情報漏洩、不正アクセスの増加に
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より、大手企業や官公庁と共に、中堅企業においても情報セキュリティに対する関心は引

き続き高い傾向にはありますが、その一方で企業の当社セキュリティ商品を含む設備投資

等についての抑制や先送りが見られると同時に、商品やサービス、企業間の競争は益々激

化してきており、売上や利益確保が一段と厳しくなってきている状況にもあります。 

当社は、このような厳しい環境のもと、新経営体制を構築し、既存のセキュリティ商品の

販売に加えて、新しいソリューション、サービス開発にも積極的に取り組み、収益力の回

復に努めてまいりましたが、当初見込みの売上及び粗利益の確保には至りませんでした。  

 このような、新たなる営業活動を展開し受注の確保に努めた結果、当事業年度の業績は、

売上高 1,503 百万円（前年同期は 1,754 百万円）、営業損失 423 百万円（前年同期は 124 百

万円の営業損失）、経常損失 497 百万円（前年同期は 108 百万円の経常損失）、当期純損失

1,518 百万円（前年同期は 317 百万円の当期純損失）となりました。  

4 ページ、5ページ   

【訂正前】 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

 流動資産は、前事業年度末に比べて 134 百万円減少し、943 百万円となりました。こ

れは、主として、現金及び預金が 151 百万円減少し、商品が 127 百万円減少したことに

よります。  

 固定資産は、前事業年度末に比べて 48 百万円減少し、110 百万円となりました。こ

れは、主として子会社株式の売却等により投資その他の資産が 7 百万円減少したこと及

び、減損処理により有形固定資産が 31 百万円、無形固定資産が 9 百万円減少したこと

によります。  

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて 183 百万円減少し、1,053 百万円となり

ました。  

 （負債）  

 流動負債は、前事業年度末に比べて 24 百万円増加し、783 百万円となりました。こ

れは、主として短期借入金が 57 百万円、預り金 18 百万円、それぞれ増加したことによ

ります。  

 固定負債は前事業年度に比べて 3 百万円増加し、16 百万円となりました。  

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて 28 百万円増加し、799 百万円となり

ました。  

 （純資産）  

 純資産合計は、前事業年度に比べて 212 百万円減少し、254 百万円となりました。こ

れは主として、当期純損失が 1,519 百万円の計上により利益剰余金が減少したことなど

によります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、78 百万

円となり前事業年度末に比べ 151 百万円減少となりました。各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、1,460 百万円となりました。これ

は主に税引前当期純損失の計上及び有価証券売却益によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当事業年度において投資活動の支出した資金は、64 百万円となりました。これは主に、

貸付による支出によるものであります。    

 

【訂正後】 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

 流動資産は、前事業年度末に比べて 155 百万円減少し、922 百万円となりました。こ

れは、主として、現金及び預金が 151 百万円減少し、商品が 127 百万円減少したことに

よります。  

 固定資産は、前事業年度末に比べて 29 百万円減少し、129 百万円となりました。こ

れは、主として子会社株式の売却等により投資その他の資産が 7 百万円減少したこと及

び、減損処理により有形固定資産が 27 百万円減少したことによります。  

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて 185 百万円減少し、1,051 百万円となり

ました。  

 （負債）  

 流動負債は、前事業年度末に比べて 22 百万円増加し、780 百万円となりました。こ

れは、主として短期借入金が 57 百万円、預り金 18 百万円、それぞれ増加したことによ

ります。  

 固定負債は前事業年度に比べて 3 百万円増加し、16 百万円となりました。  

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて 26 百万円増加し、797 百万円となり

ました。  

 （純資産）  

 純資産合計は、前事業年度に比べて 211 百万円減少し、254 百万円となりました。こ

れは主として、当期純損失が 1,518 百万円の計上により利益剰余金が減少したことなど

によります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、78 百万
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円となり前事業年度末に比べ 151 百万円減少となりました。各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、1,469 百万円となりました。これ

は主に税引前当期純損失の計上及び有価証券売却益によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当事業年度において投資活動の支出した資金は、55 百万円となりました。これは主に、

貸付による支出によるものであります。    
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37 ページ 

【訂正前】 

(１株当たり情報) 

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株当たり純資産額 56,519円40銭
 

１株当たり純資産額 4,202円39銭
  

 （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。 

 
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株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 317,289 1,519,330 

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） 317,289 1,519,330 

普通株式の期中平均株式数（株） 8,087 20,695 

 

【訂正後】 

(１株当たり情報) 

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株当たり純資産額 56,519円40銭
 

１株当たり純資産額 4,209円20銭
 

１株当たり当期純損失 39,234円48銭

   
 

１株当たり当期純損失 73,395円46銭

 
 

 （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。 

 
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株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 317,289 1,518,919 

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） 317,289 1,518,919 

普通株式の期中平均株式数（株） 8,087 20,695 
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11ページ、12ページ
【訂正前】

4【財務諸表等】
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 229,801 78,483

　　受取手形 ※2 1,822  1,458

　　売掛金 ※1 216,617  236,277

　　商品 537,384 409,753

　　貯蔵品 662 1,588

　　短期貸付金 － 89,115

　　前払費用 24,892 11,933

　　未収消費税 20,868 ―

　　未収入金 46,325 103,787

    前渡金 － 30,000

　　貸倒引当金 － △ 24,000

　　その他 － 5,055

　　流動資産合計 1,078,374 943,452

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 4,456 15,200

　　　　減価償却累計額 △115 △ 846

　　　　建物（純額） 4,341 14,353

　　　器具備品 121,144 －

　　　　減価償却累計額 △79,368 －

　　　　器具備品（純額） 41,775 －

　　　有形固定資産合計 46,116 14,353

　　無形固定資産

　　　特許権 203 －

　　　ソフトウェア 7,511 －

　　　電話加入権 1,987 －

　　　無形固定資産合計 9,702 －

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 0 50,000

　　　関係会社株式 80,000 －

　　　出資金 － 5,000

　　　長期前払費用 8,881 703

　　　差入保証金 14,000 25,155

　　　長期貸付金 － 15,000

　　　破産更生債権等 14,373 14,373

　　　貸倒引当金 △14,373 △ 14,373

　　　投資その他の資産合計 102,881 95,859

　　固定資産合計 158,700 110,213

　資産合計 1,237,075 1,053,665

負債の部

　流動負債

　　買掛金 72,477 67,240

　　短期借入金 － 57,470

　　未払金 35,455 38,421
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(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)

　　未払費用 7,755 2,335

　　未払法人税等 421 4,324

　　未払消費税等 － 11,985

　　前受金 640,207 581,160

　　預り金 1,815 20,165

　　流動負債合計 758,131 783,104

　固定負債

　　退職給付引当金 12,181 16,014

　　固定負債合計 12,181 16,014

　負債合計 770,313 799,118

純資産の部
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(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)

　株主資本

　　資本金 444,336 1,102,562

　　資本剰余金

　　　資本準備金 136,636 794,862

　　　資本剰余金合計 136,636 794,862

　　利益剰余金

　　　利益準備金 25,900 25,900

　　　その他利益剰余金

　　　　別途積立金 100,000 100,000

　　　　繰越利益剰余金 △249,800 △ 1,769,130

　　　利益剰余金合計 △123,900 △ 1,643,230

　　株主資本合計 457,072 254,194

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 － －

　　評価・換算差額等合計 － －

　新株予約権 9,689 352

　純資産合計 466,761 254,546

負債純資産合計 1,237,075 1,053,665
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【訂正後】

4【財務諸表等】
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 229,801 78,483

　　受取手形 ※2 1,822  1,458

　　売掛金 ※1 216,617  236,277

　　商品 537,384 409,753

　　貯蔵品 662 1,588

　　短期貸付金 － 89,115

　　前払費用 24,892 11,933

　　未収消費税 20,868 ―

　　未収入金 46,325 103,787

    前渡金 － 30,000

　　貸倒引当金 － △ 44,931

　　その他 － 5,055

　　流動資産合計 1,078,374 922,521

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 4,456 15,200

　　　　減価償却累計額 △115 △ 846

　　　　建物（純額） 4,341 14,353

　　　器具備品 121,144 6,691

　　　　減価償却累計額 △79,368 △2,448

　　　　器具備品（純額） 41,775 4,242

　　　有形固定資産合計 46,116 18,596

　　無形固定資産

　　　特許権 203 －

　　　ソフトウェア 7,511 1,947

　　　電話加入権 1,987 －

　　　ソフトウェア仮勘定 - 13,046

　　　無形固定資産合計 9,702 14,993

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 0 50,000

　　　関係会社株式 80,000 －

　　　出資金 － 5,000

　　　長期前払費用 8,881 703

　　　差入保証金 14,000 25,155

　　　長期貸付金 － 15,000

　　　破産更生債権等 14,373 1,176,904

　　　貸倒引当金 △14,373 △1,176,904

　　　投資その他の資産合計 102,881 95,859

　　固定資産合計 158,700 129,449

　資産合計 1,237,075 1,051,970

負債の部

　流動負債

　　買掛金 72,477 67,240

　　短期借入金 － 57,470

　　未払金 35,455 38,421
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(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)

　　未払費用 7,755 2,335

　　未払法人税等 421 4,324

　　未払消費税等 － 12,091

　　前受金 640,207 578,948

　　預り金 1,815 20,165

　　流動負債合計 758,131 780,998

　固定負債

　　退職給付引当金 12,181 16,014

　　固定負債合計 12,181 16,014

　負債合計 770,313 797,012

純資産の部
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(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)

　株主資本

　　資本金 444,336 1,102,562

　　資本剰余金

　　　資本準備金 136,636 794,862

　　　資本剰余金合計 136,636 794,862

　　利益剰余金

　　　利益準備金 25,900 25,900

　　　その他利益剰余金

　　　　別途積立金 100,000 100,000

　　　　繰越利益剰余金 △249,800 △ 1,768,719

　　　利益剰余金合計 △123,900 △ 1,642,819

　　株主資本合計 457,072 254,605

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 － －

　　評価・換算差額等合計 － －

　新株予約権 9,689 352

　純資産合計 466,761 254,958

負債純資産合計 1,237,075 1,051,970
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13ページ、14ページ

【訂正前】

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)

売上高 1,754,803 1,501,115

売上原価 1,428,676 1,148,361

売上総利益 326,126 352,753

販売費及び一般管理費

　広告宣伝費 6,306 10,212

　運賃及び荷造費 3,409 3,721

　役員報酬 61,077 81,671

　給与及び手当て 157,517 194,109

　人材派遣費 24,596 17,153

　退職給付費用 3,339 3,832

　法定福利費 23,740 28,524

　旅費及び交通費 4,358 12,110

　通信費 7,905 5,393

　支払手数料 21,957 118,518

　減価償却費 13,962 6,759

　地代家賃 32,517 24,947

　賃借料 760 727

　情報処理費 16,402 18,278

　業務委託費 23,261 117,437

　その他 49,858 92,915

販売費及び一般管理費合計 450,970 736,314

営業損失（△） △124,843 △383,560

営業外収益

　受取利息 459 7,103

　為替差益 12,499 －

　その他 6,634 2,802

　営業外収益合計 19,594 9,905

営業外費用

　支払利息 248 18,972

　為替差損 － 449

　株式交付費 － 33,786

　その他 2,690 574

　営業外費用合計 2,938 53,783

経常損失（△） △108,188 △427,438

特別利益

　投資有価証券売却益 － 139,159

　新株予約権戻入益 4,283 15,808

　貸倒引当金戻入額 － 27,500

　子会社株式売却益 40,000

　特別利益合計 4,283 222,467

特別損失

　過年度保守売上修正損 126,896 －

　貸倒損失 － 4,627

　たな卸資産評価損 43,588 21,301

　減損損失 － 64,729

　特定商品取扱中止損 ※1 13,942  －

　固定資産除却損 11,837  －
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(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)

　貸倒引当金繰入額 － 1,214,031

　事務所移転費用 16,738 8,719

　特別損失合計 213,002 1,313,410

税引前当期純損失（△） △316,907 △1,518,380

法人税、住民税及び事業税 381 950

法人税等合計 381 950

当期純損失（△） △317,289 △1,519,330
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【訂正後】

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)

売上高 1,754,803 1,503,221

売上原価 1,428,676 1,169,663

売上総利益 326,126 333,558

販売費及び一般管理費

　広告宣伝費 6,306 10,212

　運賃及び荷造費 3,409 3,721

　貸倒引当金繰入額 － 20,225

　役員報酬 61,077 81,671

　給与及び手当 157,517 194,109

　人材派遣費 24,596 17,153

　退職給付費用 3,339 3,832

　法定福利費 23,740 28,524

　旅費及び交通費 4,358 12,110

　通信費 7,905 5,393

　支払手数料 21,957 118,518

　減価償却費 13,962 6,439

　地代家賃 32,517 24,947

　賃借料 760 727

　情報処理費 16,402 18,278

　業務委託費 23,261 117,437

　その他 49,858 94,148

販売費及び一般管理費合計 450,970 757,453

営業損失（△） △124,843 △ 423,895

営業外収益

　受取利息 459 2,475

　為替差益 12,499 －

　その他 6,634 2,802

　営業外収益合計 19,594 5,278

営業外費用

　支払利息 248 18,972

　為替差損 － 449

　貸倒引当金繰入額 － 24,705

　株式交付費 － 33,786

　その他 2,690 574

　営業外費用合計 2,938 78,489

経常損失（△） △108,188 △ 497,105

特別利益

　投資有価証券売却益 － 139,159

　新株予約権戻入益 4,283 15,808

　子会社株式売却益 40,000

　特別利益合計 4,283 194,967

特別損失

　過年度保守売上修正損 126,896 －

　たな卸資産評価損 43,588 －

　減損損失 － 44,579

　特定商品取扱中止損 ※1 13,942  －

　固定資産除却損 11,837  －
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(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)

  貸倒引当金繰入額 － 1,162,531

　事務所移転費用 16,738 8,719

　特別損失合計 213,002 1,215,831

税引前当期純損失（△） △316,907 △ 1,517,969

法人税、住民税及び事業税 381 950

法人税等合計 381 950

当期純損失（△） △317,289 △ 1,518,919
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15ページ、16ページ

【訂正前】

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 444,336 444,336

　　　当期変動額

　　　 新株の発行 658,226

　　　当期変動額合計 658,226

　　当期末残高 444,336 1,102,562

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 136,636 136,636

　　　当期変動額

       新株の発行 658,226

　　　当期変動額合計 658,226

　　　当期末残高 136,636 794,862

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 25,900 25,900

　　　当期末残高 25,900 25,900

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 250,000 100,000

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金取崩額 △150,000 －

　　　　　当期変動額合計 △150,000 －

　　　　当期末残高 100,000 100,000

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 △74,424 △ 249,800

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金取崩額 150,000 －

　　　　　剰余金の配当 △8,087 －

　　　　　当期純損失（△） △317,289 △ 1,519,330

　　　　　当期変動額合計 △175,376 △ 1,519,330

　　　　当期末残高 △249,800 △ 1,769,130

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 201,475 △ 123,900

　　　当期変動額

        別途積立金取崩額 － －

　　　　剰余金の配当 △8,087 －

　　　　当期純損失（△） △317,289 △ 1,519,330

　　　　当期変動額合計 △325,376 △ 1,519,330

　　　当期末残高 △123,900 △ 1,643,230

　株主資本合計

　　前期末残高 782,448 457,072

　　当期変動額

　　　新株の発行 － 1,316,452

　　　剰余金の配当 △8,087 －

　　　当期純損失（△） △317,289 △ 1,519,330

　　　当期変動額合計 △325,376 △ 202,877

　　当期末残高 457,072 254,194

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 △3 －

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 －

　　　当期変動額合計 3 －

　　当期末残高 － －

新株予約権

　前期末残高 7,853 9,689
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(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)

　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,835 △ 9,337

　　当期変動額合計 1,835 △ 9,337
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(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)

　当期末残高 9,689 352

純資産合計

　前期末残高 790,298 466,761

　当期変動額

　　新株の発行 1,316,452

　　剰余金の配当 △8,087 －

　　当期純損失（△） △317,289 △ 1,519,330

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,839 △ 9,337

　　当期変動額合計 △323,537 △ 212,214

　当期末残高 466,761 254,546
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【訂正後】

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 444,336 444,336

　　　当期変動額

　　　 新株の発行 658,226

　　　当期変動額合計 658,226

　　当期末残高 444,336 1,102,562

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 136,636 136,636

　　　当期変動額

       新株の発行 658,226

　　　当期変動額合計 658,226

　　　当期末残高 136,636 794,862

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 25,900 25,900

　　　当期末残高 25,900 25,900

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 250,000 100,000

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金取崩額 △150,000 －

　　　　　当期変動額合計 △150,000 －

　　　　当期末残高 100,000 100,000

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 △74,424 △ 249,800

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金取崩額 150,000 －

　　　　　剰余金の配当 △8,087 －

　　　　　当期純損失（△） △317,289 △ 1,518,919

　　　　　当期変動額合計 △175,376 △ 1,518,919

　　　　当期末残高 △249,800 △ 1,768,719

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 201,475 △ 123,900

　　　当期変動額

        別途積立金取崩額 － －

　　　　剰余金の配当 △8,087 －

　　　　当期純損失（△） △317,289 △ 1,518,919

　　　　当期変動額合計 △325,376 △ 1,518,919

　　　当期末残高 △123,900 △ 1,642,819

　株主資本合計

　　前期末残高 782,448 457,072

　　当期変動額

　　　新株の発行 － 1,316,452

　　　剰余金の配当 △8,087 －

　　　当期純損失（△） △317,289 △ 1,518,919

　　　当期変動額合計 △325,376 △ 202,466

　　当期末残高 457,072 254,605

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 △3 －

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 －

　　　当期変動額合計 3 －

　　当期末残高 － －

新株予約権

　前期末残高 7,853 9,689

21



(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)

　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,835 △ 9,337

　　当期変動額合計 1,835 △ 9,337
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(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)

　当期末残高 9,689 352

純資産合計

　前期末残高 790,298 466,761

　当期変動額

　　新株の発行 1,316,452

　　剰余金の配当 △8,087 －

　　当期純損失（△） △317,289 △ 1,518,919

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,839 △ 9,337

　　当期変動額合計 △323,537 △ 211,803

　当期末残高 466,761 254,958
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17ページ、18ページ

【訂正前】

④【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純利益 △ 1,518,380

　減価償却費 13,653

　子会社売却益 △ 40,000

　減損損失 64,729

  株式報酬費用 6,119

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,000

　受取利息及び受取配当金 △ 7,103

　支払利息 18,972

  退職給付引当金の増減額 3,832

　有価証券売却損益（△は益） △ 139,159

　貸倒損失 4,627

　売上債権の増減額（△は増加） △ 19,660

　たな卸資産の増減額（△は増加） 126,705

　前渡金の増減額 △ 30,000

　前受金の増減額 △ 59,046

　未収消費税の増減額 32,854

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 5,236

　新株予約権戻入益 △ 15,808

　その他 96,980

　小計 △ 1,441,920

　利息及び配当金の受取額 263

　利息の支払額 △ 18,948

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,460,604  
投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資有価証券の取得による支出 △ 50,000

　有形固定資産の取得による支出 △ 21,891

　無形固定資産の取得による支出 △ 15,026

　関係会社株式売却にる収入 120,000

　敷金差入による支出 △ 25,155

　貸付けによる支出 △ 104,115

　差入保証金の回収による収入 31,200

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 64,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入れによる収入 285,000

　短期借入金の返済による支出 △ 227,529

　株式の発行による収入 1,316,804

　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,374,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 151,318

現金及び現金同等物の期首残高 229,801

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 78,483
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【訂正後】

④【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純利益 △ 1,517,969

　減価償却費 14,534

　子会社売却益 △ 40,000

　減損損失 44,579

  株式報酬費用 6,119

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,931

　受取利息及び受取配当金 △ 2,475

　支払利息 18,972

  退職給付引当金の増減額 3,832

　有価証券売却損益（△は益） △ 139,159

　貸倒損失 -

　売上債権の増減額（△は増加） △ 19,660

　たな卸資産の増減額（△は増加） 126,705

　前渡金の増減額 △ 30,000

　前受金の増減額 △ 61,258

　未収消費税の増減額 32,959

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 5,236

　新株予約権戻入益 △ 15,808

　その他 85,768

　小計 △ 1,453,164

　利息及び配当金の受取額 2,475

　利息の支払額 △ 18,948

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,469,637  
投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資有価証券の取得による支出 △ 50,000

  関係会社取得による支出 △ 5,000

　有形固定資産の取得による支出 △ 21,891

　無形固定資産の取得による支出 △ 14,993

　関係会社株式売却にる収入 120,000

　敷金差入による支出 △ 25,155

　貸付けによる支出 △ 104,115

　差入保証金の回収による収入 45,200

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 55,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入れによる収入 210,000

　短期借入金の返済による支出 △ 152,529

　株式の発行による収入 1,316,804

　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,374,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 151,318

現金及び現金同等物の期首残高 229,801

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 78,483
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