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平成21年６月４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・数値データ訂正あり）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 

Ⅰ 訂正理由 

  平成21年５月15日付「平成21年３月期 決算短信」の記載内容について、一部事務処理上の手続

きにおいて転記・誤植等の誤りがあったため訂正いたします。 

Ⅱ 訂正箇所 

１．１ページ サマリー情報 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 

【訂正前】                            （％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 4,144 △21.0 △1,129 ― △1,140 ― △3,217 ―

 20 年３月期 5,245 △33.8 △988 ― △2,206 ― △9,713 ―

 

  
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 △32 96 ― △161.3 △20.4 △27.2

 20 年３月期 △168 65 ― △160.0 △22.1 △18.8

 

【訂正後】                            （％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 4,414 △15.8 △1,129 ― △1,140 ― △3,217 ―

 20 年３月期 5,245 △33.8 △988 ― △2,206 ― △9,713 ―

 

  
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 △32 96 ― △161.3 △20.4 △25.6

 20 年３月期 △168 65 ― △160.0 △22.1 △18.8
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２．１ページ サマリー情報 

   （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

 21年３月期 3,695 659 17.6 6.75

 20年３月期 7,493 3,601 44.5 34.19

  【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

 21年３月期 3,695 659 17.6 6.67

 20年３月期 7,493 3,601 44.5 34.19

 

３．１ページ サマリー情報 

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） 

  【訂正前】 

（％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 
1,800 △24.1 △260 ― △250 ― △180 ― △1.84

通 期 4,200 1.4 △125 ― △130 ― 30 ― 0.30

【訂正後】 

（％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 
1,800 △24.1 △260 ― △250 ― △180 ― △1.84

通 期 4,200 △4.8 △125 ― △130 ― 30 ― 0.30

 

４．２ページ サマリー情報 

   （参考）個別業績の概要 

   （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

 21年３月期 1,836 1,354 72.3 13.62

 20年３月期 6,334 5,491 86.3 56.03

【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

 21年３月期 1,836 1,354 72.3 13.79

 20年３月期 6,334 5,491 86.3 56.03
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５．14ページ ４．【連結財務諸表】 （２）【連結損益計算書】 

  【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～ 
営業利益 △988,758 △1,129,297
営業外収益 
 受取利息 67,916 41,390
 有価証券売却益 24,554 ―
 固定資産評価損 19,271 18,382
 受取家賃 11,278 14,500
 受取利息及び配当金 5,308 ―
 雑収入 49,342 29,760
 その他 3,500 30,962
 営業外収益合計 181,171 134,997
営業外費用 
 支払利息 92,080 85,532
 株式交付費償却 36,887 14,162
 匿名組合投資損失 1,190,795 17,226
 為替差損 71,641 2,591
 その他 7,227 27,077
 営業外費用合計 1,398,631 146,590
経常利益 △2,206,217 △1,140,889
特別利益 
 投資有価証券売却益 7,354
 関係会社株式売却益 84,833 95,639
 固定資産売却益 ※３  3,353 ※３  1,783
 匿名組合投資利益 114,831 ―
 その他 1,833 64,511
 特別利益合計 212,205 161,934
特別損失 
 投資有価証券売却損 ― 938
 投資有価証券評価損 1,243,496 347,840
 有価証券評価損 1,590,200 ―
 固定資産処分損    ※４  1,473 ※４    920
 固定資産除却損 ※５  9,639 ※５  23,117
 減損損失 99,171
 たな卸資産廃棄損 14,437 421
 たな卸資産評価損 209,738 7,049
 商品廃棄損 16,311 ―
 事業整理損 258,600 ―
 役員退職慰労金 666 ―
 貸倒引当金繰入額 3,143,367 1,994,427
 持分法による投資損失 637,769 ―
 その他 18,051 1,500
 特別損失合計 7,143,752 2,475,383
税金等調整前当期純利益 △9,137,764 △3,454,338
 ～省略～ ～省略～ 
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【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～ 
営業利益 △988,758 △1,129,297
営業外収益 
 受取利息 67,916 41,390
 貸倒引当金戻入 ― 23,056
 有価証券売却益 24,554 ―
 負ののれん償却額 19,271 18,382
 受取家賃 11,278 14,500
 受取利息及び配当金 5,308 ―
 雑収入 49,342 29,760
 その他 3,500 30,962
 営業外収益合計 181,171 158,054
営業外費用 
 支払利息 92,080 85,532
 株式交付費償却 36,887 14,162
 持分法による投資損失 1,190,795 17,226
 為替差損 71,641 2,591
 その他 7,227 50,133
 営業外費用合計 1,398,631 169,647
経常利益 △2,206,217 △1,140,889
特別利益 
 新株予約権戻入 ― 20,106
 投資有価証券売却益 7,354 ―
 関係会社株式売却益 84,833 95,639
 固定資産売却益 ※３  3,353 ※３  1,783
 持分変動益 114,831 ―
 その他 1,833 44,950
 特別利益合計 212,205 162,479
特別損失 
 投資有価証券売却損 ― 938
 投資有価証券評価損 1,243,496 347,840
 有価証券評価損 1,590,200 ―
 固定資産処分損    ※４  1,473 ※４    920
 固定資産除却損 ※５  9,639 ※５  23,117
 減損損失 ― 99,171
 たな卸資産廃棄損 14,437 421
 たな卸資産評価損 209,738 7,049
 商品廃棄損 16,311 ―
 事業整理損 258,600 ―
 役員退職慰労金 666 ―
 貸倒引当金繰入額 3,143,367 1,994,968
 持分法投資損失 637,769 ―
 その他 18,051 1,500
 特別損失合計 7,143,752 2,475,928
税金等調整前当期純利益 △9,137,764 △3,454,338
 ～省略～ ～省略～ 
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６．45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） 

    【訂正前】 

項目 

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株当たり純資産額 34 円 19 銭 ６円 76 銭

１株当たり当期純損失 168 円 65 銭 32 円 96 銭

    【訂正後】 

項目 

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株当たり純資産額 34 円 19 銭 ６円 67 銭

１株当たり当期純損失 168 円 65 銭 32 円 96 銭

 

７．48ページ ５．【個別財務諸表】（１）【貸借対照表】 

  【訂正前】 

 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～ ～省略～ 
資産の部 
  ～省略～ ～省略～ 
 固定資産 
 ～省略～ ～省略～ 
  投資その他の資産 
   投資有価証券 980,563 102,201
   関係会社株式 1,537,594 ―
   関係会社社債 400,000 ―
 ～省略～ ～省略～ 
  投資その他の資産合計 3,617,880 1,230,962

  ～省略～ ～省略～ 

【訂正後】 

 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～ ～省略～ 
資産の部 
  ～省略～ ～省略～ 
 固定資産 
 ～省略～ ～省略～ 
  投資その他の資産 
   投資有価証券 980,563 102,201
   関係会社株式 1,537,594 252,439
   関係会社社債 400,000 ―
 ～省略～ ～省略～ 
  投資その他の資産合計 3,617,880 1,230,962

  ～省略～ ～省略～ 
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８．61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） 

    【訂正前】 

項目 

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 円 03 銭 13 円 62 銭

１株当たり当期純損失 161 円 24 銭 42 円 48 銭

    【訂正後】 

項目 

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 円 03 銭 13 円 79 銭

１株当たり当期純損失 161 円 24 銭 42 円 48 銭

 

 

 

 

 

以 上 


