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平成 21 年 6月 29 日 
各  位 

会社名 フ タ バ 産 業 株 式 会 社 
代表者名 取締役社長 三 島 康 博 
コード番号 7241 東証・名証第 1部 
お問合せ先 常務取締役 佐々木 康 夫 
 TEL（0564）31－2211 

 
 

(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 29 日に発表いたしました「平成 21年 3 月期 決算短信」の記載内容に一部に誤りが

ありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線＿を付して内容を表示

しております。 

 

記 

 
【訂正箇所】 

3ページ 

１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 

（訂正前） 

(前略) 

 今後のわが国経済は、企業収益の悪化に伴う設備投資の抑制、個人消費の低迷、世界経済の減速に

よる輸出の減少などが予想されております。こうした状況のなか、お得意先各社においては、引続き

低い水準の生産が続くことは予想されますが、年度の後半にかけてはわずかながらも増加する見通し

にあります。厳しい経営環境にはありますが、グループをあげて、営業力の強化、設備投資の削減、

生産効率の向上、原価改善などに取組むことにより、次年度の連結業績予想は売上高 3,100 億円(前年

度比 19.6％減)、営業損失 90 億円(前年度比 45 億円減)、経常損失 130 億円(前年度比 55億円減)、当

期純損失80億円(前年度比300億円減)を見込んでおります。 
 

（訂正後） 

(前略) 

 今後のわが国経済は、企業収益の悪化に伴う設備投資の抑制、個人消費の低迷、世界経済の減速に

よる輸出の減少などが予想されております。こうした状況のなか、お得意先各社においては、引続き

低い水準の生産が続くことは予想されますが、年度の後半にかけてはわずかながらも増加する見通し

にあります。厳しい経営環境にはありますが、グループをあげて、営業力の強化、設備投資の削減、

生産効率の向上、原価改善などに取組むことにより、次年度の連結業績予想は売上高 3,100 億円(前年

度比 19.6％減)、営業損失 90 億円(前年度比 45 億円減)、経常損失 130 億円(前年度比 55億円減)、当

期純損失130億円(前年度比250億円減)を見込んでおります。 
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【訂正箇所】 

12 ページ 

４ 連結財務諸表等 

(3) 連結株主資本等変動計算書 

 

（訂正前） 

(単位：百万円) 

 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   

 (中略)  

 利益剰余金 

  前期末残高 63,284 48,304

  当期変動額 

   剰余金の配当 △2,097 △2,098

   当期純利益 △13,061 △38,054

   持分法の適用範囲の変動 － 1,992

   その他 179 －

   当期変動額合計 △14,979 △38,161

  当期末残高 48,304 9,376

   

 (中略)  

 株主資本合計 

  前期末残高 88,183 73,307

  当期変動額 

   新株の発行 120 －

   剰余金の配当 △2,097 △2,098

   当期純利益 △13,061 △38,054

   自己株式の処分 1 4

   自己株式の取得 △18 △10

   持分法の適用範囲の変動 － 1,992

   その他 179 －

   当期変動額合計 △14,876 △38,166

  当期末残高 73,307 34,372

    

 (中略)  

純資産合計   

  前期末残高 109,701 94,219

  当期変動額 

   新株の発行 120 －

   剰余金の配当 △2,097 △2,098

   当期純利益 △13,061 △38,054

   自己株式の処分 1 4

   自己株式の取得 △18 △10

   持分法の適用範囲の変動 － 1,992

   その他 179 －

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △605 △8,909

   当期変動額合計 △15,481 △47,076

  当期末残高 94,219 46,375

 
 



3 

（訂正後） 

(単位：百万円) 

 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   

 (中略)  

 利益剰余金 

  前期末残高 63,284 48,304

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △767 

  当期変動額 

   剰余金の配当 △2,097 △2,098

   当期純損失(△) △13,061 △38,054

   持分法の適用範囲の変動 － 1,992

   その他 179 －

   当期変動額合計 △14,979 △38,161

  当期末残高 48,304 9,376

   

 (中略)  

 株主資本合計 

  前期末残高 88,183 73,307

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △767 

  当期変動額 

   新株の発行 120 －

   剰余金の配当 △2,097 △2,098

   当期純損失(△) △13,061 △38,054

   自己株式の処分 1 4

   自己株式の取得 △18 △10

   持分法の適用範囲の変動 － 1,992

   その他 179 －

   当期変動額合計 △14,876 △38,166

  当期末残高 73,307 34,372

    

 (中略)  

純資産合計   

  前期末残高 109,701 94,219

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △767 

  当期変動額 

   新株の発行 120 －

   剰余金の配当 △2,097 △2,098

   当期純損失(△) △13,061 △38,054

   自己株式の処分 1 4

   自己株式の取得 △18 △10

   持分法の適用範囲の変動 － 1,992

   その他 179 －

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △605 △8,909

   当期変動額合計 △15,481 △47,076

  当期末残高 94,219 46,375
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【訂正箇所】 

14 ページ 

４ 連結財務諸表等 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

(単位：百万円) 

 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) 

 (前略)  

 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 △17 －

  定期預金の払戻による収入 － 133

  有形固定資産の取得による支出 △51,439 △50,187

  有形固定資産の売却による収入 381 126

  投資有価証券の売却及び償還による収入 1,874 1,736

  貸付けによる支出 △1,231 △1,465

  貸付金の回収による収入 753 155

  その他 △184 △751

  投資活動によるキャッシュ・フロー △49,962 △50,251

 

（訂正後） 

(単位：百万円) 

 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) 

 (前略)  

 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 △17 －

  定期預金の払戻による収入 － 133

  有形固定資産の取得による支出 △51,439 △50,187

  有形固定資産の売却による収入 381 126

  投資有価証券の売却及び償還による収入 1,874 1,736

  貸付けによる支出 △1,231 △1,465

  貸付金の回収による収入 753 155

  その他 △283 △751

  投資活動によるキャッシュ・フロー △49,962 △50,251
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【訂正箇所】 

16 ページ 

(5) 継続企業の前提に関する注記 

  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) 

（訂正前） 

 当社グループは、平成20年12月25日実施の過年度決算訂正後において、平成 18 年 3月期に12,194百

万円、平成 19 年 3月期に33,176百万円、平成 20年 3 月期に12,622百万円の当期純損失を計上してお

ります。また、連結財務諸表提出会社の個別財務諸表における２期連続の営業損失計上により、シン

ジケート・ローン(平成 20 年 3 月末残高 10,000 百万円)について財務制限条項に抵触しております。

また、連結子会社であります株式会社フタバ伊万里のシンジケート・ローン(平成 20 年 3 月末残高

11,000 百万円)についても純資産を基準とする財務制限条項に抵触しております。当該状況により、継

続企業の前提に重要な疑義が生じております。 
 

（訂正後） 

 当社グループは、平成21年5月29日実施の過年度決算訂正後において、平成 18 年 3月期に13,096百

万円、平成 19 年 3月期に33,827百万円、平成 20年 3 月期に13,061百万円の当期純損失を計上してお

ります。また、連結財務諸表提出会社の個別財務諸表における２期連続の営業損失計上により、シン

ジケート・ローン(平成 20 年 3 月末残高 10,000 百万円)について財務制限条項に抵触しております。

また、連結子会社であります株式会社フタバ伊万里のシンジケート・ローン(平成 20 年 3 月末残高

11,000 百万円)についても純資産を基準とする財務制限条項に抵触しております。当該状況により、継

続企業の前提に重要な疑義が生じております。 
 
 

【訂正箇所】 

19 ページ 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

  (連結貸借対照表関係) 

（訂正前） 

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) 

１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次

のとおりであります。 

   投資有価証券        732 百万円 

１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の

とおりであります。 

   投資有価証券        726百万円 

 
 

（訂正後） 

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) 

１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次

のとおりであります。 

   投資有価証券        732 百万円 

１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の

とおりであります。 

   投資有価証券        2,972百万円 

 



6 

【訂正箇所】 

23 ページ 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

  (セグメント情報) 
  １ 事業の種類別セグメント情報 

  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) 

（訂正前） 

 
自動車等 

車両部品事業

(百万円) 

情報環境 

機器部品事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び 

  資本的支出 
 

  資産 280,835 9,171 290,007 32,688 322,695 

  減価償却費 34,034 840 34,875 ― 34,875

  減損損失 1,923 ― 1,923 ― 1,923

  資本的支出 50,306 1,348 51,654 ― 51,654

 

（訂正後） 

 
自動車等 

車両部品事業

(百万円) 

情報環境 

機器部品事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び 

  資本的支出 
 

  資産 280,683 9,171 289,855 32,248 322,103 

  減価償却費 34,034 840 34,875 ― 34,875

  減損損失 1,923 ― 1,923 ― 1,923

  資本的支出 50,306 1,348 51,654 ― 51,654

 

【訂正箇所】 

24 ページ 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

  (セグメント情報) 
  １ 事業の種類別セグメント情報 

  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) 

（訂正前） 

 
自動車等 

車両部品事業

(百万円) 

情報環境 

機器部品事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び 

  資本的支出 
 

  資産 233,231 8,554 241,785 15,739 257,525

  減価償却費 34,297 328 34,626 ― 34,626

  減損損失 6,019 ― 6,019 ― 6,019 

  資本的支出 50,030 269 50,299 ― 50,299 

 

（訂正後） 

 
自動車等 

車両部品事業

(百万円) 

情報環境 

機器部品事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び 

  資本的支出 
 

  資産 233,231 8,554 241,785 15,739 257,525

  減価償却費 34,297 328 34,626 ― 34,626

  減損損失 17,205 ― 17,205 ― 17,205 

  資本的支出 50,501 269 50,770 ― 50,770 
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【訂正箇所】 

26 ページ 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

  (セグメント情報) 
  ３ 海外売上高 
  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) 

（訂正前） 

 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円） 55,572 54,160 45,183 154,916 

Ⅱ連結売上高（百万円） ― ― ― 447,825

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.4 12.1 10.1 34.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国家又は地域 

   (1) 北米 ……………… アメリカ、カナダ 

   (2) 欧州 ……………… イギリス、フランス、チェコ、ハンガリー 

   (3) その他の地域 …… 中国、オーストラリア等 

 

（訂正後） 

 北米 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円） 55,622 54,082 44,084 1,098 154,887 

Ⅱ連結売上高（百万円） ― ― ― ― 447,825

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.4 12.1 9.8 0.3 34.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国家又は地域 

   (1) 北米 ……………… アメリカ、カナダ 

   (2) 欧州 ……………… イギリス、フランス、チェコ、ハンガリー 

   (3) アジア …………… 中国、インド 

   (4) その他の地域 …… オーストラリア等 

 

 

  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) 

（訂正前） 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国家又は地域 

   (1) 北米 ……………… アメリカ、カナダ 

   (2) 欧州 ……………… イギリス、フランス、チェコ、ハンガリー 

   (3) その他の地域 …… 中国、オーストラリア等 

 

 

（訂正後） 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国家又は地域 

   (1) 北米 ……………… アメリカ、カナダ 

   (2) 欧州 ……………… イギリス、フランス、チェコ、ハンガリー 

   (3) アジア …………… 中国、インド 

   (4) その他の地域 …… オーストラリア等 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

【訂正箇所】 

28～30 ページ 

５ 個別財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

（訂正前） 

(単位：百万円) 

 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   

 (中略)  

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 23,666 23,290

    減価償却累計額 △17,375 △15,439

    建物（純額） 6,290 7,850

   構築物 3,038 3,316

    減価償却累計額 △2,343 △2,425

    構築物（純額） 694 890

   機械及び装置 99,540 100,625

    減価償却累計額 △76,747 △78,853

    機械及び装置（純額） 22,792 21,771

   車両運搬具 529 499

    減価償却累計額 △480 △469

    車両運搬具（純額） 48 30

   工具、器具及び備品 93,630 100,847

    減価償却累計額 △78,780 △87,352

    工具、器具及び備品（純額） 14,850 13,495

   土地 10,397 10,828

   リース資産 － 186

    減価償却累計額 － △27

    リース資産（純額） － 159

   建設仮勘定 12,803 10,209

   有形固定資産合計 67,878 65,235

  無形固定資産 

   ソフトウェア 319 317

   施設利用権 2 1

   その他 18 18

   無形固定資産合計 341 337

  投資その他の資産 

   投資有価証券 22,335 14,135

   関係会社株式 17,931 8,373

   出資金 1 1

   関係会社出資金 6,412 6,553

   従業員に関する長期貸付金 369 323

   関係会社長期貸付金 5,719 7,897

   長期前払費用 3 2

   前払年金費用 2,635 2,792

   その他 875 975 

   投資損失引当金 △1,970 －

   貸倒引当金 △1,211 △7,957

   投資その他の資産合計 53,102 35,612

  固定資産合計 121,322 101,186

 資産合計 206,382 158,311
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（訂正後） 

(単位：百万円) 

 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   

 (中略)  

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 21,297 23,290

    減価償却累計額 △15,006 △15,439

    建物（純額） 6,290 7,850

   構築物 3,038 3,316

    減価償却累計額 △2,343 △2,425

    構築物（純額） 694 890

   機械及び装置 99,540 100,625

    減価償却累計額 △76,747 △78,853

    機械及び装置（純額） 22,792 21,771

   車両運搬具 529 499

    減価償却累計額 △480 △469

    車両運搬具（純額） 48 30

   工具、器具及び備品 93,630 100,847

    減価償却累計額 △78,780 △87,352

    工具、器具及び備品（純額） 14,850 13,495

   土地 10,397 10,828

   リース資産 － 186

    減価償却累計額 － △27

    リース資産（純額） － 159

   建設仮勘定 12,803 10,209

   有形固定資産合計 67,878 65,235

  無形固定資産 

   ソフトウェア 319 317

   施設利用権 2 1

   その他 18 18

   無形固定資産合計 341 337

  投資その他の資産 

   投資有価証券 22,335 14,135

   関係会社株式 17,931 8,373

   出資金 1 1

   関係会社出資金 6,412 6,553

   長期貸付金 － 110 

   従業員に関する長期貸付金 369 323

   関係会社長期貸付金 5,719 7,897

   長期前払費用 3 2

   前払年金費用 2,635 2,792

   長期未収入金 － 2,514 

   その他 875 865 

   投資損失引当金 △1,970 －

   貸倒引当金 △1,211 △7,957

   投資その他の資産合計 53,102 35,612

  固定資産合計 121,322 101,186

 資産合計 206,382 158,311
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（訂正前） 

(単位：百万円) 

 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 

  支払手形 11,108 6,154

  買掛金 39,334 17,768

  短期借入金 － 44,500

  1 年内償還予定の社債 10,000 14,722 

  未払金 4,186 1,910

  未払法人税等 3,861 33

  繰延税金負債 － 297

  未払消費税等 546 270

  未払費用 4,660 3,665

  預り金 132 118

  役員賞与引当金 96 －

  設備関係支払手形 2,679 1,625

  流動負債合計 76,606 91,108

 固定負債 

  新株予約権付社債 14,722 －

  長期借入金 20,000 20,000

  繰延税金負債 8,314 6,063

  退職給付引当金 7,019 7,091

  役員退職慰労引当金 257 116

  負ののれん 91 －

  関係会社事業損失引当金 410 2,776

  債務保証損失引当金 1,150 407

  その他 261 130 

  固定負債合計 52,226 36,586

 負債合計 128,832 127,694
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（訂正後） 

(単位：百万円) 

 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 

  支払手形 11,108 6,154

  買掛金 39,334 17,768

  短期借入金 － 44,500

  1 年内償還予定の社債 10,000 － 

  1 年内償還予定の新株予約権付社債 － 14,722 

  リース債務 － 42 

  未払金 4,186 1,910

  未払法人税等 3,861 33

  繰延税金負債 － 297

  未払消費税等 546 270

  未払費用 4,660 3,665

  預り金 132 118

  役員賞与引当金 96 －

  設備関係支払手形 2,679 1,625

  流動負債合計 76,606 91,108

 固定負債 

  新株予約権付社債 14,722 －

  長期借入金 20,000 20,000

  リース債務 － 124 

  繰延税金負債 8,314 6,063

  退職給付引当金 7,019 7,091

  役員退職慰労引当金 257 116

  負ののれん 91 －

  関係会社事業損失引当金 410 2,776

  債務保証損失引当金 1,150 407

  その他 261 6 

  固定負債合計 52,226 36,586

 負債合計 128,832 127,694
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【訂正箇所】 

31～32 ページ 

５ 個別財務諸表等 

(2) 損益計算書 

（訂正前） 

(単位：百万円) 

 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) 

 (前略)  

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 5 －

 役員退職慰労引当金戻入額 － 143

 投資有価証券売却益 48 －

 デリバティブ解約益 108 200

 投資有価証券償還益 25 －

 債務保証損失引当金戻入額 236 743 

 特別利益合計 424 1,086 

特別損失 

 投資有価証券売却損 － 63

 貸倒引当金繰入額 495 6,718 

 関係会社株式評価損 78 8,367

 投資有価証券評価損 241 262

 投資損失引当金繰入額 1,970 －

 減損損失 1,923 6,019

 関係会社事業損失引当金繰入額 410 2,366

 その他 8 168

 特別損失合計 5,128 23,965 

税引前当期純損失（△） △8,545 △40,789

 

（訂正後） 

(単位：百万円) 

 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) 

 (前略)  

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 5 －

 役員退職慰労引当金戻入額 － 143

 投資有価証券売却益 48 －

 デリバティブ解約益 108 200

 投資有価証券償還益 25 －

 特別利益合計 187 343 

特別損失 

 投資有価証券売却損 － 63

 貸倒引当金繰入額 495 5,568 

 関係会社株式評価損 78 8,367

 投資有価証券評価損 241 262

 投資損失引当金繰入額 1,970 －

 減損損失 1,923 6,019

 関係会社事業損失引当金繰入額 173 2,366

 債務保証損失引当金繰入額 － 407 

 その他 8 168

 特別損失合計 4,891 23,222 

税引前当期純損失（△） △8,545 △40,789
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【訂正箇所】 

33～35 ページ 

５ 財務諸表等 

(3) 株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

(単位：百万円) 

 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) 

 (前略)  

  その他利益剰余金 

   圧縮記帳積立金 

    当期変動額 

    圧縮記帳積立金の積立 － 0

    圧縮記帳積立金の取崩 △12 △13

    当期変動額合計 △12 △13

   別途積立金 

    当期変動額 

     別途積立金の積立 10,000 6,000

     当期変動額合計 10,000 6,000

 (中略) 

 利益剰余金合計 

  前期末残高 62,906 44,610

  当期変動額 

   剰余金の配当 △2,097 △2,098

   圧縮記帳積立金の取崩 － －

   別途積立金の積立 － －

   当期変動額合計 △18,296 △43,382

  当期末残高 44,610 1,227

 (中略) 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 11,932 7,935

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,996 △3,542

   当期変動額合計 △3,996 △3,542

  当期末残高 7,935 4,393

 前期末残高 99,738 77,549

 当期変動額 

  新株の発行 120 －

  剰余金の配当 △2,097 △2,098

  当期純損失（△） △16,198 △41,284

  自己株式の処分 1 4

  自己株式の取得 △18 △10

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,996 △3,542

  当期変動額合計 △22,189 △46,931

 当期末残高 77,549 30,617
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（訂正後） 

(単位：百万円) 

 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) 

 (前略)  

  その他利益剰余金 

   圧縮記帳積立金 

    前期末残高 1,983 1,971 

    当期変動額 

     圧縮記帳積立金の積立 － 0

     圧縮記帳積立金の取崩 △12 △13

     当期変動額合計 △12 △13

    当期末残高 1,971 1,958 

   別途積立金 

    前期末残高 121,600 131,600 

    当期変動額 

     別途積立金の積立 10,000 6,000

     当期変動額合計 10,000 6,000

    当期末残高 131,600 137,600 

 (中略) 

 利益剰余金合計 

  前期末残高 62,906 44,610

  当期変動額 

   剰余金の配当 △2,097 △2,098

   当期純損失（△） △16,198 △41,284 

   圧縮記帳積立金の積立 － － 

   圧縮記帳積立金の取崩 － －

   別途積立金の積立 － －

   当期変動額合計 △18,296 △43,382

  当期末残高 44,610 1,227

 (中略) 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 11,932 7,935

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,996 △3,542

   当期変動額合計 △3,996 △3,542

  当期末残高 7,935 4,393

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 11,932 7,935 

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

△3,996 △3,542 

合計   当期変動額  △3,996 △3,542 

  当期末残高 7,935 4,393 

純資産合計 

 前期末残高 99,738 77,549

 △16,19 △41,28

目の当期変動額（純額） 

合計 △ △

 当期変動額 

  新株の発行 120 －

  剰余金の配当 △2,097 △2,098

  当期純損失（△） 8 4

  自己株式の処分 1 4

  自己株式の取得 △18 △10

  株主資本以外の項 △3,996 △3,542

  当期変動額 22,189 46,931

 当期末残高 77,549 30,617
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以 上 


