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（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年3月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 
 平成21年5月15日付にて発表いたしました「平成21年3月期決算短信」および平成21年5月18日付（訂正）「平
成21年3月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ」ならびに平成21年5月26日付（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関するお知らせ」での記載事項に訂正すべき事項がございましたので、下記のとお
り訂正いたします。（下線は訂正部分を示します。） 
 
 

記 
 
１． 訂正資料 

平成21年3月期決算短信（平成21年5月15日公表） 

（訂正）「平成21年3月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ」（平成21年5月18日公表） 

（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関するお知らせ」（平成21年5月26日公表） 
 

２．訂正理由 

  会計監査人と協議を行った結果、訂正すべき事項がありましたので、上記訂正資料の一部を訂正するものであります。 

 

３．訂正箇所 

訂正箇所には下線＿を付しております。 

 訂 正 項 目 

1ページ 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） 

（1）連結経営成績 （2）連結財政状態 （3）連結キャッシュ・フローの状況 

2ページ （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） 

（1）個別経営成績 （2）個別財政状態 

3ページ 

 

4ページ 

１． 経営成績 

（1）経営成績に関する分析 （2）財政状態に関する分析 

（5）継続企業の前提に関する重要事象等 

8～12ページ ４． 連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 （2）連結損益計算書 （3）連結株主資本等変動計算書 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

14ページ  継続企業の前提に関する注記 

27ページ  （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

36ページ  （1株当たり情報） 

37～44ページ ５． 個別財務諸表 

（1）貸借対照表 （2）損益計算書 （3）株主資本等変動計算書 

46ページ  継続企業の前提に関する注記 

55ページ  （1株当たり情報） 

 
 



訂正箇所 
１.1ページ 
（１）連結経営成績 

【訂正前】 
  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 ％

平成21年3月期 1,229 65.0 △1,010 ― △1,115 ― △2,735 ― 

平成20年3月期 3,519 33.9 △883 ― △998 ― △1,782 ― 

 
  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 ％ ％ ％

平成21年3月期 △5,674.87 ― △132.9 △94.4 △82.1

平成20年3月期 △3,697.42 ― △373.4 △22.3 △25.1

 

【訂正後】 
  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 ％

平成21年3月期 1,198 65.9 △1,155 ― △1,262 ― △3,025 ― 

平成20年3月期 3,519 33.9 △883 ― △998 ― △1,782 ― 

 

  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 ％ ％ ％

平成21年3月期 △6,276.33 ― △119.1 △117.4 △96.4

平成20年3月期 △3,697.42 ― △373.4 △22.3 △25.1

 
（2）連結財政状態 

【訂正前】 
  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

平成21年3月期 1,181 △2,056 △174.1 △4,267.50

平成20年3月期 4,454 485 10.7 990.09

（参考）自己資本   21年3月期 △2,057百万円  20年3月期 505百万円 

 
【訂正後】 

  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

平成21年3月期 1,075 △2,539 △236.2 △5,269.57

平成20年3月期 4,454 485 10.7 990.09

（参考）自己資本   21年3月期 △2,539百万円  20年3月期 505百万円 

 
（3）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 
  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

平成21年3月期 △617 81 △421 157 

平成20年3月期 △104 18 △167 1,114 

 
【訂正後】 

  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

平成21年3月期 △581 53 △430 157 

平成20年3月期 △104 18 △167 1,114 



２. 2ページ 
（1）個別経営成績 

【訂正前】 
  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 ％

平成21年3月期 281 △26.6 △481 ― △533 ― △2,400 ― 

平成20年3月期 383 △49.1 △755 ― △778 ― △1,557 ― 

 
  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

平成21年3月期 △4,978.78 ― 

平成20年3月期 △3,231.34 ― 

 

【訂正後】 
  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 ％

平成21年3月期 281 △26.6 △480 ― △532 ― △2,461 ― 

平成20年3月期 383 △49.1 △755 ― △778 ― △1,557 ― 

 
  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

平成21年3月期 △5,105.14 ― 

平成20年3月期 △3,231.34 ― 

 
（2）個別財政状態 

【訂正前】 
  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

平成21年3月期 799 △2,286 △286.2 △4,743.00

平成20年3月期 3,529 105 3.0 219.10

（参考）自己資本   21年3月期 △2,286百万円  20年3月期 113百万円 

【訂正後】 

  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

平成21年3月期 798 △2,347 △293.8 △4,869.37

平成20年3月期 3,529 105 3.0 219.10

（参考）自己資本   21年3月期 △2,347百万円  20年3月期 113百万円 

 
３. 3ページ 

１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

【訂正前】 

① 当期の経営成績 

       （中略） 

これらの結果、当社グループの当期における売上高は前年同期比65.1％減の1,229,289 千円、売上総利益は前年同期比89.9％減の

88,818千円となりました。営業損失につきましては前年同期の883,387千円から1,010,448千円となりました。経常損失は、前年同期

998,896千円から1,115,419千円となりました。 また、前述のとおり当連結会計年度におきまして、子会社の事業譲渡・株式譲渡・固

定資産売却および営業停止に係るのれんの一括償却などを行いましたため関係会社株式評価損378,090千円、固定資産除売却損126,159

千円、のれん償却損および投下事業資金の回収見込みについて保守的処理として貸倒引当金繰入741,411千円等を特別損失に計上いた

しました。その結果、当期純損失は前年同期1,782,392千円から2,735,653千円となりました。 

 以上の結果当連結会計年度末おきまして2,056,746千円の債務超過となっております。 



                    

【訂正後】 

① 当期の経営成績 

       （中略） 

これらの結果、当社グループの当期における売上高は前年同期比65.9％減の1,198,946千円、売上総利益は前年同期比98.3％減の

15,388千円となりました。営業損失につきましては前年同期の883,387千円から1,155,993千円となりました。経常損失は、前年同

期998,896千円から1,262,531千円となりました。 また、前述のとおり当連結会計年度におきまして、子会社の事業譲渡・株式譲渡・

固定資産売却および営業停止に係るのれんの一括償却などを行いましたため固定資産除売却損 123,729 千円、のれん償却損および投

下事業資金の回収見込みについて保守的処理として貸倒引当金繰入 432,487 千円等を特別損失に計上いたしました。その結果、当期

純損失は前年同期1,782,392千円から3,025,596千円となりました。 

 以上の結果当連結会計年度末おきまして2,539,905千円の債務超過となっております。 

 

４. 3ページ 

(2)財政状態に関する分析 

【訂正前】 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、823,482千円となり、前連結会計年度末より1,576,880千円の減少となりました。現

金及び預金957,980千円、受取手形及び売掛金131,492千円、短期貸付金297,000千円等が減少いたしました。 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、357,656 千円となり、前連結会計年度末より1,696,158 千円の減少となりました。のれ

ん851,610千円、投資有価証券166,964千円等の減少が大きな要因です。 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,944,328 千円となり、前連結会計年度末より2,372,136 千円の増加となりました。短

期借入金2,457,243千円が増加、買掛金101,713千円等が減少いたしました。 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、293,555 千円となり、前連結会計年度末より3,102,882 千円の減少となりました。転換

社債型新株予約権付社債3,000,000千円、長期借入金29,431千円、退職給付引当金18,066千円等が減少いたしました。 

当連結会計年度末における純資産合計は△2,056,746 千円となり、前連結会計年度末より、2,542,293 千円の減少となりました。資本

金、資本剰余金に変更はありません。 

②キャッシュ・フローの状況 
当期の現金及び現金同等物の減少額は957,380 千円となり、現金及び現金同等物の期末残高は、157,480 千円となりました。これは

主に、税金等調整前当期純損失の計上に伴う営業活動によるキャッシュ・フローの減少に対し、事業の再構築を見据え転換社債型新株

予約権付社債の発行等の資金調達を行ったことによる財務活動によるキャッシュ・フローの増加に起因するものであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当期における営業活動による資金の減少は、617,936 千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失3,304,611 千円の計

上、のれん償却額937,674千円の計上、引当金の672,884千円の増加、減損損失241,112千円の計上、投資有価証券の191,002千円の

評価損、売上債権の減少額125,956千円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） 
当期における投資活動による資金の増加は、81,861千円となりました。これは主に、有形固定資産売却による収入150,000千円、連

結子会社売却による収入88,532千円、営業譲渡による収入60,000千円、その他181,567千円の支出によるものであります。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当期における財務活動による資金の減少は、421,304 千円となりました。これは主に、短期借入金の減少379,877 千円、長期借入金

の返済による支出35,401千円によるものであります。 

 

【訂正後】 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、731,478 千円となり、前連結会計年度末より1,668,884 千円の減少となりました。現

金及び預金957,970千円、受取手形及び売掛金131,555千円、短期貸付金297,000千円等が減少いたしました。 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、343,886 千円となり、前連結会計年度末より1,709,928 千円の減少となりました。のれ

ん889,164千円、投資有価証券166,964千円等の減少が大きな要因です。 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,274,040 千円となり、前連結会計年度末より2,701,848 千円の増加となりました。短



期借入金2,457,243千円が増加、買掛金101,007千円等が減少いたしました。 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、341,229 千円となり、前連結会計年度末より3,055,209 千円の減少となりました。転換

社債型新株予約権付社債3,000,000千円、長期借入金9,518千円の増加、退職給付引当金15,341千円等が減少いたしました。 

当連結会計年度末における純資産合計は△2,539,905 千円となり、前連結会計年度末より、3,025,452 千円の減少となりました。資本

金、資本剰余金に変更はありません。 

②キャッシュ・フローの状況 
当期の現金及び現金同等物の減少額は957,369 千円となり、現金及び現金同等物の期末残高は、157,490 千円となりました。これは

主に、税金等調整前当期純損失の計上に伴う営業活動によるキャッシュ・フローの減少および短期借入金、長期借入金の返済に伴うこ

とによる財務活動によるキャッシュ・フローの減少に起因するものであります。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当期における営業活動による資金の減少は、581,207 千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失3,007,836 千円の計

上、のれん償却額937,674千円の計上、引当金の386,454千円の増加、減損損失301,061千円の計上、投資有価証券の191,002千円の

評価損、売上債権の減少額125,767千円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） 

当期における投資活動による資金の増加は、53,942千円となりました。これは主に、有形固定資産売却による収入150,000千円、連

結子会社売却による収入88,532千円、営業譲渡による収入60,000千円、その他176,646千円の支出によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における財務活動による資金の減少は、430,105 千円となりました。これは主に、短期借入金の減少379,877 千円、長期借入金

の返済による支出44,201千円によるものであります。 

 
５．4ページ 

(5)継続企業の前提に関する重要事象等 

【訂正前】 

当社グループは、前連結会計年度に883,387千円、当連結会計年度においても業績の改善には至っておらず、1,010,448千円の営業

損失を計上いたしました。  

この結果、当連結会計年度におきまして2,056,746千円の債務超過になっております。 

 

【訂正後】 
当社グループは、前連結会計年度に883,387 千円、当連結会計年度においても業績の改善には至っておらず、1,155,993 千円の営業

損失を計上いたしました。 

この結果、当連結会計年度におきまして2,539,905千円の債務超過になっております。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,115,460 157,490

受取手形及び売掛金 262,554 131,062

たな卸資産 258,056 －

短期貸付金 442,600 145,600

商品及び製品 － 45,232

仕掛品 － 208,545

その他 327,508 180,700

貸倒引当金 △5,818 △45,138

流動資産合計 2,400,362 823,482

固定資産   

有形固定資産   

建物 419,805 400

減価償却累計額 △25,594 △63

建物（純額） 394,211 337

車両運搬具 6,598 1,660

減価償却累計額 △0 △1,598

車両運搬具（純額） 6,598 62

建物及び構築物 － 35,599

減価償却累計額 － △35,185

建物及び構築物（純額） － 414

土地 104,580 －

その他 99,689 58,031

減価償却累計額 △72,526 △50,933

その他（純額） 27,163 7,098

有形固定資産合計 532,552 7,910

無形固定資産   

のれん 897,564 45,954

ソフトウエア 177,528 120,523

その他 3,781 3,544

無形固定資産合計 1,078,874 170,022

投資その他の資産   

投資有価証券 206,360 39,396

長期貸付金 1,293,472 479,150

破産更生債権等 601,163 1,501,745

その他 143,513 108,986

貸倒引当金 △1,802,121 △1,949,555

投資その他の資産合計 442,387 179,722

固定資産合計 2,053,814 357,656

６．8～12ページ
連結財務諸表
（1）連結貸借対照表
【訂正前】



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産合計 4,454,177 1,181,138

負債の部   

流動負債   

買掛金 143,508 41,795

短期借入金 162,879 2,620,122

1年内償還予定の社債 42,000 －

1年以内返還予定長期借入金  51,265

未払金 21,830 －

未払法人税等 9,059 7,141

賞与引当金 1,500 2,445

その他 191,413 221,558

流動負債合計 572,192 2,944,328

固定負債   

社債 235,000 220,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 －

長期借入金 90,375 60,944

退職給付引当金 30,649 12,583

その他 40,414 28

固定負債合計 3,396,438 293,555

負債合計 3,968,630 3,237,884

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596,046 1,596,046

資本剰余金 1,585,504 1,585,504

利益剰余金 △2,695,761 △5,238,297

自己株式 △464 △464

株主資本合計 485,324 △2,057,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,038 －

評価・換算差額等合計 △8,038 －

新株予約権 465 465

少数株主持分 7,795 －

純資産合計 485,547 △2,056,746

負債純資産合計 4,454,177 1,181,138



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,115,460 157,490

受取手形及び売掛金 262,554 130,999

たな卸資産 258,056 －

短期貸付金 442,600 145,600

商品及び製品 － 45,232

仕掛品 － 208,545

その他 327,508 72,057

貸倒引当金 △5,818 △28,447

流動資産合計 2,400,362 731,478

固定資産   

有形固定資産   

建物 419,805 400

減価償却累計額 △25,594 △63

建物（純額） 394,211 336

車両運搬具 6,598 1,660

減価償却累計額 △0 △1,598

車両運搬具（純額） 6,598 62

建物及び構築物 － 36,293

減価償却累計額 － △35,185

建物及び構築物（純額） － 1,108

土地 104,580 －

その他 99,689 59,380

減価償却累計額 △72,526 △50,933

その他（純額） 27,163 8,447

有形固定資産合計 532,552 9,954

無形固定資産   

のれん 897,564 8,400

ソフトウエア 177,528 138,148

その他 3,781 3,839

無形固定資産合計 1,078,874 150,388

投資その他の資産   

投資有価証券 206,360 39,396

長期貸付金 1,293,472 152,090

破産更生債権等 601,163 1,541,337

その他 143,513 112,792

貸倒引当金 △1,802,121 △1,662,072

投資その他の資産合計 442,387 183,543

固定資産合計 2,053,814 343,886

【訂正後】



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産合計 4,454,177 1,075,364

負債の部   

流動負債   

買掛金 143,508 42,501

短期借入金 162,879 2,620,122

1年内償還予定の社債 42,000 45,000

1年以内返還予定長期借入金  248,563

未払金 21,830 －

未払法人税等 9,059 7,383

賞与引当金 1,500 3,945

その他 191,413 306,523

流動負債合計 572,192 3,274,040

固定負債   

社債 235,000 226,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 －

長期借入金 90,375 99,893

退職給付引当金 30,649 15,308

その他 40,414 28

固定負債合計 3,396,438 341,229

負債合計 3,968,630 3,615,270

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596,046 1,596,046

資本剰余金 1,585,504 1,585,504

利益剰余金 △2,695,761 △5,721,357

自己株式 △464 △464

株主資本合計 485,324 △2,540,271

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,038 －

評価・換算差額等合計 △8,038 －

新株予約権 465 366

少数株主持分 7,795 －

純資産合計 485,547 △2,539,905

負債純資産合計 4,454,177 1,075,364



（２）連結損益計算書 

（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) 

売上高 3,519,665 1,229,289

売上原価 2,638,555 1,140,471

売上総利益 881,109 88,818

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,764,497 1,099,267

営業損失（△） △883,387 △1,010,448

営業外収益   

受取利息 2,443 －

為替差益 1,527 －

還付加算金 － 20,459

雑収入 － 6,806

その他 7,968 5,892

営業外収益合計 11,940 33,158

営業外費用   

支払利息 22,145 88,597

支払手数料 104,209 －

その他 1,093 49,531

営業外費用合計 127,448 138,129

経常損失（△） △998,896 △1,115,419

特別利益   

賞与引当金戻入額 4,294 －

貸倒引当金戻入額 － 105,085

事業譲渡益 － 53,647

関係会社株式売却益 934,787 －

債権回収益 85,987 －

その他 9,308 45,196

特別利益合計 1,034,377 203,929

特別損失   

たな卸資産評価損 193,625 －

固定資産売却損 96,872 123,729

ソフトウエア除却損 382,789 －

投資有価証券評価損 11,999 －

関係会社株式評価損 － 378,090

貸倒引当金繰入額 1,080,036 －

貸倒損失 139,168 742,411

減損損失 － 211,945

その他 33,606 346,243

特別損失合計 1,938,098 1,802,420

税金等調整前当期純損失（△） △1,902,617 △2,713,910

法人税、住民税及び事業税 6,903 21,949

（2）連結損益計算書
【訂正前】



（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) 

法人税等調整額 962 －

過年度法人税等 △139,168 －

法人税等合計 △131,302 21,949

少数株主利益 11,077 △206

当期純損失（△） △1,782,392 △2,735,653



（２）連結損益計算書 

（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) 

売上高 3,519,665 1,198,946

売上原価 2,638,555 1,183,558

売上総利益 881,109 15,388

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,764,497 1,171,381

営業損失（△） △883,387 △1,155,993

営業外収益   

受取利息 2,443 －

為替差益 1,527 －

還付加算金 － 20,459

雑収入 － 6,901

その他 7,968 5,892

営業外収益合計 11,940 33,253

営業外費用   

支払利息 22,145 88,597

支払手数料 104,209 －

その他 1,093 51,193

営業外費用合計 127,448 139,791

経常損失（△） △998,896 △1,262,531

特別利益   

賞与引当金戻入額 4,294 －

貸倒引当金戻入額 － 101,361

事業譲渡益 － 53,647

関係会社株式売却益 934,787 －

債権回収益 85,987 －

その他 9,308 76,040

特別利益合計 1,034,377 231,049

特別損失   

たな卸資産評価損 193,625 －

固定資産売却損 96,872 123,729

ソフトウエア除却損 382,789 －

投資有価証券評価損 11,999 －

貸倒引当金繰入額 1,080,036 432,487

貸倒損失 139,168 －

減損損失 － 238,834

その他 33,606 1,181,303

特別損失合計 1,938,098 1,976,355

税金等調整前当期純損失（△） △1,902,617 △3,007,836

法人税、住民税及び事業税 6,903 21,949

法人税等調整額 962 －

【訂正後】



（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) 

過年度法人税等 △139,168 －

法人税等合計 △131,302 21,949

少数株主利益 11,077 △4,190

当期純損失（△） △1,782,392 △3,025,596



（３）連結株主資本等変動計算書 

（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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,596,046 1,596,046

当期変動額   

当期変動額合計 －

当期末残高 1,596,046 1,596,046

資本剰余金   

前期末残高 1,585,504 1,585,504

当期変動額   

当期変動額合計 －

当期末残高 1,585,504 1,585,504

利益剰余金   

前期末残高 △905,696 △2,695,761

当期変動額   

当期純損失（△） △1,782,392 △2,735,653

連結子会社の株式の売却による減少 △7,672

当期変動額合計 △1,790,064

当期末残高 △2,695,761 △5,238,297

自己株式   

前期末残高 △464 △464

当期変動額   

当期変動額合計 －

当期末残高 △464 △464

株主資本合計   

前期末残高 2,275,389 485,324

当期変動額   

当期純損失（△） △1,782,392

連結子会社の株式の売却による減少 △7,672

当期変動額合計 △1,790,064

当期末残高 485,324 △2,057,211

（3）連結株主資本変動計算書
【訂正前】



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 203 △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,241

当期変動額合計 △8,241

当期末残高 △8,038 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 203 △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,241

当期変動額合計 △8,241

当期末残高 △8,038 －

新株予約権   

前期末残高 465 465

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －

当期変動額合計 －

当期末残高 465 465

少数株主持分   

前期末残高 33,805 7,795

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,010

当期変動額合計 △26,010

当期末残高 7,795 －

純資産合計   

前期末残高 2,309,864 485,547

当期変動額   

当期純損失（△） △1,782,392

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41,923

当期変動額合計 △1,824,315

当期末残高 485,547 △2,056,746



（３）連結株主資本等変動計算書 

（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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,596,046 1,596,046

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,596,046 1,596,046

資本剰余金   

前期末残高 1,585,504 1,585,504

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,585,504 1,585,504

利益剰余金   

前期末残高 △905,696 △2,695,761

当期変動額   

当期純損失（△） △1,782,392 △3,025,596

連結子会社の株式の売却による減少 △7,672 －

当期変動額合計 △1,790,064 △3,025,596

当期末残高 △2,695,761 △5,721,357

自己株式   

前期末残高 △464 △464

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △464 △464

株主資本合計   

前期末残高 2,275,389 485,324

当期変動額   

当期純損失（△） △1,782,392 △3,025,596

連結子会社の株式の売却による減少 △7,672 －

当期変動額合計 △1,790,064 △3,025,596

当期末残高 485,324 △2,540,271

【訂正後】



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 203 △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,241 8,038

当期変動額合計 △8,241 8,038

当期末残高 △8,038 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 203 △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,241 8,038

当期変動額合計 △8,241 8,038

当期末残高 △8,038 －

新株予約権   

前期末残高 465 465

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △99

当期変動額合計 － △99

当期末残高 465 366

少数株主持分   

前期末残高 33,805 7,795

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,010 △7,795

当期変動額合計 △26,010 △7,795

当期末残高 7,795 －

純資産合計   

前期末残高 2,309,864 485,547

当期変動額   

当期純損失（△） △1,782,392 △3,025,596

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41,923 144

当期変動額合計 △1,824,315 △3,025,452

当期末残高 485,547 △2,539,905



（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（△） △1,902,617 △3,304,611

減価償却費 194,612 63,512

減損損失  241,112

のれん償却額 85,083 937,674

拠点整理損失  12,604

原状回復費  9,300

引当金の増減額（減少：△）  672,884

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,616,770  

賞与引当金の増減額（△は減少） 131,689  

退職給付引当金の増減額（△は減少） 276,171  

受取利息配当金 △2,443 △7,624

支払利息 22,145 78,192

投資有価証券評価損益（△は益） 11,999 191,002

営業譲渡益  △53,647

関係会社株式売却損益（△は益） △934,787  

固定資産売却損益（△は益） 96,872 124,300

固定資産除却損 382,789  

売上債権の増減額（△は増加） 707,550 125,956

たな卸資産の増減額（△は増加） △581,717 19,856

その他の流動資産の増減額（△は増加） △20,091  

仕入債務の増減額（△は減少） 54,035 △83,876

受入保証金による増減額(減少：△）  △62,618

その他の流動負債の増減額（△は減少） △343,048  

その他 141,640 453,580

小計 △63,348 △582,401

利息及び配当金の受取額 2,443 7,520

利息の支払額 △22,725 △11,910

法人税等の支払額 △20,412 △31,145

営業活動によるキャッシュ・フロー △104,042 △617,936

（4）連結キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】



（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △76,000  

定期預金の払戻による収入 120,000 1,104

有形固定資産の取得による支出 △21,018  

有形固定資産の売却による収入 126,611 150,000

無形固定資産の取得による支出 △265,568  

投資有価証券の取得による支出 △214,398  

投資有価証券の売却による収入 2,000  

貸付けによる支出 △1,595,100 △721,680

貸付金の回収による収入 595,685 690,546

新規連結子会社の取得に伴う支出 △86,731 △3,185

連結子会社株式の追加取得による支出 △537 △1,889

連結子会社株式の売却による収入 1,432,881 88,532

事業譲渡による収入  60,000

その他の投資等の増加による支出 △7,095  

その他の投資等の減少による収入 7,895  

その他  △181,567

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,625 81,861

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（△は減少） 100,000 △379,877

長期借入金の返済による支出 △237,826 △35,401

社債の発行に伴う支出 △22  

社債の償還による支出 △30,000 △6,000

配当金の支払額 △45  

その他  △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,893 △421,304

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,325 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △254,635 △957,380

現金及び現金同等物の期首残高 1,369,495 1,114,860

現金及び現金同等物の期末残高 1,114,860 157,480



（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（△） △1,902,617 △3,007,836

減価償却費 194,612 64,025

減損損失 － 301,061

のれん償却額 85,083 937,674

拠点整理損失 － 12,604

原状回復費 － 9,300

引当金の増減額（減少：△） － 386,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,616,770 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 131,689 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 276,171 －

受取利息配当金 △2,443 △7,624

支払利息 22,145 78,192

投資有価証券評価損益（△は益） 11,999 191,002

営業譲渡益 － △53,647

補助金の受取額 － △29,998

関係会社株式売却損益（△は益） △934,787 －

固定資産売却損益（△は益） 96,872 124,300

固定資産除却損 382,789 －

貸倒損失 － 55,571

売上債権の増減額（△は増加） 707,550 125,767

たな卸資産の増減額（△は増加） △581,717 19,856

その他の流動資産の増減額（△は増加） △20,091 －

仕入債務の増減額（△は減少） 54,035 △83,876

受入保証金による増減額(減少：△） － △62,618

その他の流動負債の増減額（△は減少） △343,048 －

その他 141,640 394,120

小計 △63,348 △545,671

利息及び配当金の受取額 2,443 7,520

利息の支払額 △22,725 △11,910

法人税等の支払額 △20,412 △31,145

営業活動によるキャッシュ・フロー △104,042 △581,207

【訂正後】



（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △76,000 －

定期預金の払戻による収入 120,000 1,104

有形固定資産の取得による支出 △21,018 －

有形固定資産の売却による収入 126,611 150,000

出資金の払込による支出 － △33,060

無形固定資産の取得による支出 △265,568 －

投資有価証券の取得による支出 △214,398 －

投資有価証券の売却による収入 2,000 －

貸付けによる支出 △1,595,100 △721,680

貸付金の回収による収入 595,685 690,767

新規連結子会社の取得に伴う支出 △86,731 △3,185

連結子会社株式の追加取得による支出 △537 △1,889

連結子会社株式の売却による収入 1,432,881 88,532

事業譲渡による収入 － 60,000

その他の投資等の増加による支出 △7,095 －

その他の投資等の減少による収入 7,895 －

その他  △176,646

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,625 53,942

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（△は減少） 100,000 △379,877

長期借入金の返済による支出 △237,826 △44,201

社債の発行に伴う支出 △22 －

社債の償還による支出 △30,000 △6,000

配当金の支払額 △45 －

その他 － △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,893 △430,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,325 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △254,635 △957,369

現金及び現金同等物の期首残高 1,369,495 1,114,860

現金及び現金同等物の期末残高 1,114,860 157,490



７．14ページ 
継続企業の前提に関する注記 

【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） 

 
（中略） 

当社グループは、前連結会計年度に 883,387 千円、当連結

会計年度においても業績の改善には至っておらず、1,010,448
千円の営業損失を計上いたしました。 
  この結果、当連結会計年度におきまして2,056,746千円の債

務超過になっております。 
（中略） 

 

【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） 

  
（中略） 

当社グループは、前連結会計年度に 883,387 千円、当連結

会計年度においても業績の改善には至っておらず、1,155,993
千円の営業損失を計上いたしました。 
  この結果、当連結会計年度におきまして2,539,905千円の債

務超過になっております。 
（中略） 

 
８．27ページ 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

【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) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

（単位：千円） （単位：千円）

現金及び預金勘定 1,115,460

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金 △600
現金及び現金同等物 1,114,860

 

現金及び預金勘定     157,480 

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金 0 
現金及び現金同等物 157,480 

 

 
【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) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

（単位：千円） （単位：千円）

 
現金及び預金勘定 

 
1,115,460

 

 

 
現金及び預金勘定 

 
157,490

 

 

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金 △600

 
預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金 0

 

 

現金及び現金同等物 1,114,860 現金及び現金同等物 157,490 



９．36ページ 

（1株当たり情報） 

【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) 

当事連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額     900円  09銭

１株当たり当期純損失金額      3,697円  42銭

 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記

載しておりません。 

１株当たり純資産額    -4,267円  50銭

１株当たり当期純損失金額      -5,674円  87銭

 

同 左 

  

（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

     

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) 

 当期純損失             （千円） △1,782,392 △2,735,053

 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） △1,782,392 △2,735,053

期中平均株式数（株） 482,064 482,064

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要  

 ユーロ円建転換社債型新株予約権付

社債（額面総額3,000,000千円）及び

新株予約権1種類（新株予約権の数990

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) 

当事連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額     900円  09銭

１株当たり当期純損失金額      3,697円  42銭

 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜

在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

１株当たり純資産額     △5,269円  57銭

１株当たり当期純損失金額      6,276円  34銭

 

同 左 

 

（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

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) 

 当期純損失             （千円） 1,782,392 3,025,596

 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） 1,782,392 3,025,59

期中平均株式数（株） 482,064 482,064

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要  

 ユーロ円建転換社債型新株予約権付

社債（額面総額3,000,000千円）及び

新株予約権1種類（新株予約権の数990

個）  

────── 



５．個別財務諸表 
（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 801,168 128,621

受取手形 2,376 －

売掛金 108,545 53,119

製品 85,441 37,089

仕掛品 66,937 45,204

貯蔵品 104 104

前渡金 － 68,479

前払費用 27,477 10,330

未収収益 － 5,141

短期貸付金 305,600 145,600

関係会社短期貸付金 135,568 198,950

未収入金 38,092 19,207

立替金 58,930 8,771

未収消費税等 24,009 12,524

その他 3,038 －

貸倒引当金  △215,263

流動資産合計 1,657,290 517,879

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具 6,598 －

車両運搬具（純額） 6,598 －

工具、器具及び備品 26,414 23,944

減価償却累計額 △22,383 △22,027

工具、器具及び備品（純額） 4,030 1,916

有形固定資産合計 10,629 1,916

無形固定資産   

商標権 1,359 1,042

ソフトウエア 184,314 140,002

その他 1,567 1,567

無形固定資産合計 187,241 142,612

投資その他の資産   

投資有価証券 206,360 39,396

関係会社株式 557,996 27,500

出資金 － 33,712

長期貸付金 380,750 479,150

関係会社長期貸付金 2,501,153 2,074,608

破産更生債権等 － 388,895

長期前払費用 3,295 1,397

１０．37～44ページ
個別財務諸表
（1）貸借対照表
【訂正前】



（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) 

その他 1,365 3,272

貸倒引当金 △1,976,153 △2,911,313

投資その他の資産合計 1,674,767 136,619

固定資産合計 1,872,638 281,149

資産合計 3,529,928 799,028

負債の部   

流動負債   

買掛金 170,491 29,803

短期借入金 － 2,620,122

未払金 11,832 53,612

未払費用 2,475 1,667

未払法人税等 4,975 3,202

未払利息 － 66,003

前受金 － 75,357

預り金 1,598 13,169

その他 185 323

流動負債合計 191,559 2,863,261

固定負債   

社債 220,000 220,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 －

退職給付引当金 12,556 2,100

長期未払金 93 －

固定負債合計 3,232,649 222,100

負債合計 3,424,208 3,085,361

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596,046 1,596,046

資本剰余金   

資本準備金 1,146,096 1,146,096

その他資本剰余金 439,408 439,408

資本剰余金合計 1,585,504 1,585,504

利益剰余金   

利益準備金 1,950 1,950

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,069,377 △5,469,467

利益剰余金合計 △3,067,427 △5,467,517

自己株式 △464 △464

株主資本合計 113,658 △2,286,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,038 －



（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) 

評価・換算差額等合計 △8,038 －

新株予約権 99 99

純資産合計 105,719 △2,286,332

負債純資産合計 3,529,928 799,028



５．個別財務諸表 
（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 801,168 128,621

受取手形 2,376 －

売掛金 108,545 53,119

製品 85,441 37,089

仕掛品 66,937 45,204

貯蔵品 104 104

前渡金 － 68,479

前払費用 27,477 10,330

未収収益 － 5,141

短期貸付金 305,600 145,600

関係会社短期貸付金 135,568 198,950

未収入金 38,092 19,207

立替金 58,930 8,771

未収消費税等 24,009 12,475

その他 3,038 －

貸倒引当金  △215,263

流動資産合計 1,657,290 517,829

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具 6,598 －

車両運搬具（純額） 6,598 －

工具、器具及び備品 26,414 23,944

減価償却累計額 △22,383 △22,027

工具、器具及び備品（純額） 4,030 1,916

有形固定資産合計 10,629 1,916

無形固定資産   

商標権 1,359 1,042

ソフトウエア 184,314 140,002

その他 1,567 1,567

無形固定資産合計 187,241 142,612

投資その他の資産   

投資有価証券 206,360 39,396

関係会社株式 557,996 27,500

出資金 － 33,712

長期貸付金 380,750 152,090

関係会社長期貸付金 2,501,153 2,368,608

破産更生債権等 － 388,895

長期前払費用 3,295 1,397

【訂正後】



（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) 

その他 1,365 3,272

貸倒引当金 △1,976,153 △2,878,253

投資その他の資産合計 1,674,767 136,619

固定資産合計 1,872,638 281,149

資産合計 3,529,928 798,979

負債の部   

流動負債   

買掛金 170,491 29,803

短期借入金 － 2,620,122

未払金 11,832 50,145

未払費用 2,475 1,667

未払法人税等 4,975 3,202

未払利息 － 66,003

前受金 － 75,357

預り金 1,598 13,169

その他 185 2,933

債務保証損失引当金 － 33,611

流動負債合計 191,559 2,896,015

固定負債   

社債 220,000 220,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 －

債務保証損失引当金 － 28,209

退職給付引当金 12,556 2,100

長期未払金 93 －

固定負債合計 3,232,649 250,309

負債合計 3,424,208 3,146,324

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596,046 1,596,046

資本剰余金   

資本準備金 1,146,096 1,146,096

その他資本剰余金 439,408 439,408

資本剰余金合計 1,585,504 1,585,504

利益剰余金   

利益準備金 1,950 1,950

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,069,377 △5,530,381

利益剰余金合計 △3,067,427 △5,528,431

自己株式 △464 △464

株主資本合計 113,658 △2,347,345



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,038 －

評価・換算差額等合計 △8,038 －

新株予約権 99 －

純資産合計 105,719 △2,347,345

負債純資産合計 3,529,928 798,979



（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 383,284 281,718

売上原価   

当期製品製造原価 558,145 397,142

ソフトウエア償却費 138,559 －

売上原価合計 696,705 397,142

売上総利益又は売上総損失（△） △313,421 △115,424

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 442,512 366,125

営業損失（△） △755,933 △481,549

営業外収益   

受取利息 25,906 7,997

業務受託料 52,590 16,476

雑収入 － 2,171

その他 5,288 －

営業外収益合計 83,784 26,645

営業外費用   

支払利息 17 72,267

社債利息 2,603 4,031

支払手数料 104,209 1,908

その他 4 195

営業外費用合計 106,835 78,402

経常損失（△） △778,983 △533,306

特別利益   

固定資産売却益 3,862 －

関係会社株式売却益 1,410,929 －

債権回収益 85,987 －

賞与引当金戻入額 39 －

貸倒引当金戻入額 37 34,045

特別利益合計 1,500,854 34,045

特別損失   

ソフトウエア除却損 382,789 －

投資有価証券評価損 11,999 181,002

貸倒引当金繰入額 1,671,402 1,184,468

関係会社株式評価損 6,753 427,506

過年度消費税等 12,281 －

製品評価損 193,625 48,008

出資金評価損 － 25,467

ゴルフ会員権評価損 － 3,300

前期損益修正損 － 12,042

固定資産売却損 140 381

（2）損益計算書
【訂正前】



（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) 

特別損失合計 2,278,992 1,882,176

税引前当期純損失（△） △1,557,119 △2,381,437

法人税、住民税及び事業税 1,246 18,652

法人税等調整額 △652 －

法人税等合計 593 18,652

当期純損失（△） △1,557,712 △2,400,090



（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 383,284 281,718

売上原価   

当期製品製造原価 558,145 397,142

ソフトウエア償却費 138,559 －

売上原価合計 696,705 397,142

売上総利益又は売上総損失（△） △313,421 △115,424

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 442,512 365,314

営業損失（△） △755,933 △480,738

営業外収益   

受取利息 25,906 7,997

業務受託料 52,590 16,476

雑収入 － 2,266

その他 5,288 －

営業外収益合計 83,784 26,739

営業外費用   

支払利息 17 72,267

社債利息 2,603 4,031

支払手数料 104,209 1,908

その他 4 195

営業外費用合計 106,835 78,402

経常損失（△） △778,983 △532,400

特別利益   

固定資産売却益 3,862 －

関係会社株式売却益 1,410,929 －

債権回収益 85,987 －

賞与引当金戻入額 39 －

貸倒引当金戻入額 37 34,045

特別利益合計 1,500,854 34,045

特別損失   

ソフトウエア除却損 382,789 －

投資有価証券評価損 11,999 181,002

貸倒引当金繰入額 1,671,402 1,151,408

関係会社株式評価損 6,753 427,506

過年度消費税等 12,281 －

製品評価損 193,625 48,008

出資金評価損 － 58,527

ゴルフ会員権評価損 － 3,300

前期損益修正損 － 12,042

固定資産売却損 140 381

【訂正後】



（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) 

債務保証損失引当金繰入額  61,820

特別損失合計 2,278,992 1,943,996

税引前当期純損失（△） △1,557,119 △2,442,351

法人税、住民税及び事業税 1,246 18,652

法人税等調整額 △652 －

法人税等合計 593 18,652

当期純損失（△） △1,557,712 △2,461,004



（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 1,596,046 1,596,046

当期変動額   

当期変動額合計 －

当期末残高 1,596,046 1,596,046

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,146,096 1,146,096

当期変動額   

当期変動額合計 －

当期末残高 1,146,096 1,146,096

その他資本剰余金   

前期末残高 439,408 439,408

当期変動額   

当期変動額合計 －

当期末残高 439,408 439,408

資本剰余金合計   

前期末残高 1,585,504 1,585,504

当期変動額   

当期変動額合計 －

当期末残高 1,585,504 1,585,504

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,950 1,950

当期変動額   

当期変動額合計 －

当期末残高 1,950 1,950

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 951 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △951

当期変動額合計 △951

当期末残高 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,512,615 △3,069,377

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 951

当期純損失（△） △1,557,712 △2,400,090

（3）株主資本変動計算書
【訂正前】



（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) 

当期変動額合計 △1,556,761

当期末残高 △3,069,377 △5,469,467

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,509,714 △3,067,427

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 －

当期純損失（△） △1,557,712

当期変動額合計 △1,557,712

当期末残高 △3,067,427 △5,467,517

自己株式   

前期末残高 △464 △464

当期変動額   

当期変動額合計 －

当期末残高 △464 △464

株主資本合計   

前期末残高 1,671,371 113,658

当期変動額   

当期純損失（△） △1,557,712

当期変動額合計 △1,557,712

当期末残高 113,658 △2,286,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,038

当期変動額合計 △8,038

当期末残高 △8,038 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,038

当期変動額合計 △8,038

当期末残高 △8,038 －

新株予約権   

前期末残高 99 99

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －

当期変動額合計 －

当期末残高 99 99



（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) 

純資産合計   

前期末残高 1,671,470 105,719

当期変動額   

当期純損失（△） △1,557,712

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,038

当期変動額合計 △1,565,750

当期末残高 105,719 △2,286,332



（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 1,596,046 1,596,046

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,596,046 1,596,046

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,146,096 1,146,096

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,146,096 1,146,096

その他資本剰余金   

前期末残高 439,408 439,408

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 439,408 439,408

資本剰余金合計   

前期末残高 1,585,504 1,585,504

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,585,504 1,585,504

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,950 1,950

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,950 1,950

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 951 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △951 －

当期変動額合計 △951 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,512,615 △3,069,377

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 951 －

当期純損失（△） △1,557,712 △2,461,004

【訂正後】



（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) 

当期変動額合計 △1,556,761 △2,461,004

当期末残高 △3,069,377 △5,530,381

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,509,714 △3,067,427

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

当期純損失（△） △1,557,712 △2,461,004

当期変動額合計 △1,557,712 △2,461,004

当期末残高 △3,067,427 △5,528,431

自己株式   

前期末残高 △464 △464

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △464 △464

株主資本合計   

前期末残高 1,671,371 113,658

当期変動額   

当期純損失（△） △1,557,712 △2,461,004

当期変動額合計 △1,557,712 △2,461,004

当期末残高 113,658 △2,347,345

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,038 8,038

当期変動額合計 △8,038 8,038

当期末残高 △8,038 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,038 8,038

当期変動額合計 △8,038 8,038

当期末残高 △8,038 －

新株予約権   

前期末残高 99 99

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △99

当期変動額合計 － △99

当期末残高 99 －



（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) 

純資産合計   

前期末残高 1,671,470 105,719

当期変動額   

当期純損失（△） △1,557,712 △2,461,004

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,038 7,939

当期変動額合計 △1,565,750 △2,453,065

当期末残高 105,719 △2,347,345



１１. 46ページ 
継続企業の前提に関する注記 

【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） 

  
（中略） 

 当社は売上高の著しい減少により、営業損失 481,549千円を計

上し継続的な営業損失となっております。また、今後の事業展開

を修正したことによる棚卸資産の評価損計上、事業投下資金の回

収についての保守的処理等による貸倒引当金の計上等の結果、当

期純損失 2,400,090 千円を計上いたしました。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
（中略） 

 

 

【訂正後】 

当事業年度 
（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） 

   
（中略） 

 当社は売上高の著しい減少により、営業損失 480,738千円を計

上し継続的な営業損失となっております。また、今後の事業展開

を修正したことによる棚卸資産の評価損計上、事業投下資金の回

収についての保守的処理等による貸倒引当金の計上等の結果、当

期純損失 2,461,004 千円を計上いたしました。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
（中略） 

 

 
１２.55ページ 

（１株当たり情報） 

【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) 

１株当たり純資産額     219円  30銭

１株当たり当期純損失金額      3,231円  34銭 

１株当たり純資産額     -4,743円  00銭

１株当たり当期純損失金額       -4,978円  78銭 
 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜

在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

同 左 

  

（注） １株当たり当期純損失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) 

 当期純損失             （千円） 1,557,712 2,400,090

 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） 1,557,712 2,400,090

期中平均株式数（株） 482,064 482,064

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

 ユーロ円建転換社債型新株予約権付

社債（額面総額3,000,000千円）及び
────── 



  

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) 

株式の概要  新株予約権1種類（新株予約権の数990

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) 

１株当たり純資産額     219円  30銭

１株当たり当期純損失金額      3,231円  34銭 

１株当たり純資産額     △4,869円  37銭

１株当たり当期純損失金額       5,105円  14銭 
 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜

在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

同 左 

  

（注） １株当たり当期純損失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) 

 当期純損失             （千円） 1,557,712 2,461,004

 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） 1,557,712 2,461,004

期中平均株式数（株） 482,064 482,064

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要  

 ユーロ円建転換社債型新株予約権付

社債（額面総額3,000,000千円）及び

新株予約権1種類（新株予約権の数990

個）  

────── 

 
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 

 

(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 1,198 65.9 △1,155 ― △1,262 ― △3,025 ―
20年3月期 3,519 33.9 △883 ― △998 ― △1,782 ―

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 △6,276.33 ― △119.1 △117.4 △96.4
20年3月期 △3,697.42 ― △373.4 △22.3 △25.1

（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 1,075 △2,539 △236.2 △5,269.57
20年3月期 4,454 485 10.7 990.09

（参考） 自己資本   21年3月期  △2,539百万円 20年3月期  505百万円

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 △581 53 △430 157
20年3月期 △104 18 △167 1,114

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 0.00 0 ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 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

530 ― 15 ― 15 ― 8 ― ―

通期 946 ― 5 ― 5 ― 3 ― ―



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）  有  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 すばる証券株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 482,074株 20年3月期 482,074株
② 期末自己株式数 21年3月期  10株 20年3月期  10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 281 △26.6 △480 ― △532 ― △2,461 ―
20年3月期 383 △49.1 △755 ― △778 ― △1,557 ―

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 △5,105.14 ―
20年3月期 △3,231.34 ―

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 798 △2,347 △293.8 △4,869.37
20年3月期 3,529 105 3.0 219.10

（参考） 自己資本 21年3月期  △2,347百万円 20年3月期  113百万円

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り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及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については、
３ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析」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

45 ― 1 ― 1 ― 0 ― ―

通期 96 ― 4 ― 4 ― 2 ― ―




