
各  位 平成 21 年 8 月 6 日  

 
会 社 名 株式会社 イエローハット 
代 表 者 名 代表取締役社長 堀 江 康 生 
コード番号 9 8 8 2 
問 合 せ 先 経理部長    澤 木 宗 郎 
Ｔ Ｅ Ｌ （ 03 ）5695－1602 

 
 

（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 15 日に発表いたしました平成 21 年３月期 決算短信について、繰延税金資産の回収可能

性検討後の税効果会計処理に誤りがあることが判明いたしましたので、法人税等調整額と土地再評価差額

金等を下記の通り訂正させていただきます。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。また、訂正後のデータにつきましても提出してお

ります。 
 

記 
 
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） 

（訂正前） 

(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 89,614 △15.9 279 ― 999 243.5 △2,043 ―
20 年３月期 106,526 △6.5 △507 ― 291 △81.3 △3,470 ―

 

 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 △83 94 ― ― △5.8 1.1 0.3
20 年３月期 △142 53 ― ― △8.9 0.3 △0.5 
(参考) 持分法投資損益 21 年３月期 △142 百万円 20 年３月期 △53 百万円

 
（訂正後） 
 (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 89,614 △15.9 279 ― 999 243.5 △625 ―
20 年３月期 106,526 △6.5 △507 ― 291 △81.3 △3,470 ―

 

 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 △25 70 ― ― △1.8 1.1 0.3
20 年３月期 △142 53 ― ― △8.9 0.3 △0.5 
(参考) 持分法投資損益 21 年３月期 △142 百万円 20 年３月期 △53 百万円
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(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） 

（訂正前） 

(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 87,465 4.4 84 ― 1,020 69.1 △2,016 ―
20 年３月期 83,767 3.7 △431 ― 603 △75.0 △5,914 ―

 

 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 △82 75 ― ― 
20 年３月期 △242 66 ― ― 

 
（訂正後） 
 (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 87,465 4.4 84 ― 1,020 69.1 △445 ―
20 年３月期 83,767 3.7 △431 ― 603 △75.0 △5,914 ―

 

 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 △18 30 ― ― 
20 年３月期 △242 66 ― ― 

 
1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 
①当期の概況 

（訂正前） 
～前略～ 
販売費及び一般管理費は、店舗譲渡による設備費削減、人件費の抑制により前年同期比 54 億 6 百万円（18.3％）

減少し、241 億 15 百万円となりました。その結果、営業利益は前年同期比７億 86 百万円増益の２億 79 百万

円、経常利益は前年同期比７億８百万円増益の９億 99 百万円となりました。また当期純損失は 20 億 43 百万

円となりました。 
～後略～ 
 
（訂正後） 
～前略～ 
販売費及び一般管理費は、店舗譲渡による設備費削減、人件費の抑制により前年同期比 54 億 6 百万円（18.3％）

減少し、241 億 15 百万円となりました。その結果、営業利益は前年同期比７億 86 百万円増益の２億 79 百万

円、経常利益は前年同期比７億８百万円増益の９億 99 百万円となりました。また当期純損失は６億 25 百万

円となりました。 
～後略～ 

2



(2) 財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況 
 
（訂正前） 
(ハ) 純資産 
 当連結会計年度末における純資産の残高は、26 億３百万円減少し、340 億 25 百万円（前連結会計年度

末 366 億 28 百万円）となりました。これは主に、当期純損失を 20 億 43 百万円計上したことによります。 
 
（訂正後） 
(ハ) 純資産 
 当連結会計年度末における純資産の残高は、26 億３百万円減少し、340 億 25 百万円（前連結会計年度

末 366 億 28 百万円）となりました。これは主に、繰延税金資産の取崩により土地再評価差額金等の資本

直入を 14 億 18 百万円行ったこと及び、当期純損失を６億 25 百万円計上したことによります。 
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４.【連結財務諸表】 
  (１)【連結貸借対照表】 
（訂正前） 

    （単位：百万円）

  
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) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 15,072 15,072

  資本剰余金 9,928 9,928

  利益剰余金 13,677 11,704

  自己株式 △613 △614

  株主資本合計 38,064 36,090

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 327 △195

  繰延ヘッジ損益 6 △5

  土地再評価差額金 ※4 △1,883 ※4 △1,883

  為替換算調整勘定 50 19

  評価・換算差額等合計 △1,499 △2,065

 少数株主持分 63 -

 純資産合計 36,628 34,025

負債純資産合計 96,702 82,354

 
（訂正後） 

    （単位：百万円）

  
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) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 15,072 15,072

  資本剰余金 9,928 9,928

  利益剰余金 13,677 13,122

  自己株式 △613 △614

  株主資本合計 38,064 37,508

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 327 △327

  繰延ヘッジ損益 6 △9

  土地再評価差額金 ※4 △1,883 ※4 △3,165

  為替換算調整勘定 50 19

  評価・換算差額等合計 △1,499 △3,483

 少数株主持分 63 -

 純資産合計 36,628 34,025

負債純資産合計 96,702 82,354
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  （２）【連結損益計算書】 
（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～ 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当

期純損失（△） 

△906 1,578

法人税、住民税及び事業税 438 229

過年度法人税等 214 -

法人税等調整額 2,061 3,392

法人税等合計 2,714 3,622

少数株主損失（△） △149 -

当期純損失（△） △3,470 △2,043

 
（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～ 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当

期純損失（△） 

△906 1,578

法人税、住民税及び事業税 438 229

過年度法人税等 214 -

法人税等調整額 2,061 1,974

法人税等合計 2,714 2,204

少数株主損失（△） △149 -

当期純損失（△） △3,470 △625
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  (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 

 資本金 

  前期末残高 15,072 15,072

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 15,072 15,072

 資本剰余金 

  前期末残高 9,928 9,928

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 9,928 9,928

 利益剰余金 

  前期末残高 17,922 13,677

  当期変動額 

   剰余金の配当 △560 △389

   当期純損失（△） △3,470 △2,043

   連結範囲の変動 △213 460

   当期変動額合計 △4,244 △1,973

  当期末残高 13,677 11,704

 自己株式 

  前期末残高 △613 △613

  当期変動額 

   自己株式の取得 △0 △4

   自己株式の処分 - 4

   当期変動額合計 △0 △0

  当期末残高 △613 △614

 株主資本合計 

  前期末残高 42,309 38,064

  当期変動額 

   剰余金の配当 △560 △389

   当期純損失（△） △3,470 △2,043

   連結範囲の変動 △213 460

   自己株式の取得 △0 △4

   自己株式の処分 - 4

   当期変動額合計 △4,245 △1,973

  当期末残高 38,064 36,090
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   (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) 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 922 327

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △594 △523

   当期変動額合計 △594 △523

  当期末残高 327 △195

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 - 6

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △11

   当期変動額合計 6 △11

  当期末残高 6 △5

 土地再評価差額金 

  前期末残高 △1,883 △1,883

  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 △1,883 △1,883

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 36 50

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13 △30

   当期変動額合計 13 △30

  当期末残高 50 19

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △924 △1,499

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △574 △565

   当期変動額合計 △574 △565

  当期末残高 △1,499 △2,065
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   (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) 

少数株主持分 

 前期末残高 219 63

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △155 △63

  当期変動額合計 △155 △63

 当期末残高 63 -

純資産合計 

 前期末残高 41,603 36,628

 当期変動額 

  剰余金の配当 △560 △389

  当期純損失（△） △3,470 △2,043

  連結範囲の変動 △213 460

  自己株式の取得 △0 △4

  自己株式の処分 - 4

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △729 △629

  当期変動額合計 △4,975 △2,603

 当期末残高 36,628 34,025
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（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 

 資本金 

  前期末残高 15,072 15,072

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 15,072 15,072

 資本剰余金 

  前期末残高 9,928 9,928

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 9,928 9,928

 利益剰余金 

  前期末残高 17,922 13,677

  当期変動額 

   剰余金の配当 △560 △389

   当期純損失（△） △3,470 △625

   連結範囲の変動 △213 460

   当期変動額合計 △4,244 △555

  当期末残高 13,677 13,122

 自己株式 

  前期末残高 △613 △613

  当期変動額 

   自己株式の取得 △0 △4

   自己株式の処分 - 4

   当期変動額合計 △0 △0

  当期末残高 △613 △614

 株主資本合計 

  前期末残高 42,309 38,064

  当期変動額 

   剰余金の配当 △560 △389

   当期純損失（△） △3,470 △625

   連結範囲の変動 △213 460

   自己株式の取得 △0 △4

   自己株式の処分 - 4

   当期変動額合計 △4,245 △555

  当期末残高 38,064 37,508
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   (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) 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 922 327

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △594 △655

   当期変動額合計 △594 △655

  当期末残高 327 △327

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 - 6

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △15

   当期変動額合計 6 △15

  当期末残高 6 △9

 土地再評価差額金 

  前期末残高 △1,883 △1,883

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） - △1,282

   当期変動額合計 - △1,282

  当期末残高 △1,883 △3,165

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 36 50

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13 △30

   当期変動額合計 13 △30

  当期末残高 50 19

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △924 △1,499

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △574 △1,984

   当期変動額合計 △574 △1,984

  当期末残高 △1,499 △3,483
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   (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) 

少数株主持分 

 前期末残高 219 63

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △155 △63

  当期変動額合計 △155 △63

 当期末残高 63 -

純資産合計 

 前期末残高 41,603 36,628

 当期変動額 

  剰余金の配当 △560 △389

  当期純損失（△） △3,470 △625

  連結範囲の変動 △213 460

  自己株式の取得 △0 △4

  自己株式の処分 - 4

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △729 △2,047

  当期変動額合計 △4,975 △2,603

 当期末残高 36,628 34,025
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(税効果会計関係) 
（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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産）  （繰延税金資産）  
賞与引当金 299 百万円 賞与引当金 155 百万円

貸倒引当金 488 〃  貸倒引当金 469 〃  

関係会社株式評価損 127 〃  退職給付引当金 770 〃  

退職給付引当金 706 〃  未払事業税 0 〃  

役員退職慰労引当金 127 〃  商品未実現利益 92 〃  

未払事業税 69 〃  税務上の繰越欠損金 1,547 〃  

商品未実現利益 3 〃  減損損失累計額 1,411 〃  

子会社整理損失引当金 891 〃  土地再評価差額金 1,282 〃  

税務上の繰越欠損金 941 〃  ポイント引当金 76 〃  

減損損失累計額 1,637 〃  投資有価証券減損 54 〃  

その他 211 〃  その他有価証券評価損 132 〃  

土地再評価差額金 1,282 〃  その他 135 〃  

繰延税金資産小計 6,785 百万円 繰延税金資産小計 6,129 百万円  

評価性引当額 △3,514 〃  評価性引当額 △5,721 〃 

繰延税金資産合計 3,270 百万円 繰延税金資産合計 407 百万円  
   

（繰延税金負債）  （繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 △321 百万円 固定資産圧縮積立金 △254 百万円

資本連結時土地評価差額金 △276 〃 資本連結時土地評価差額金 △276 〃 

その他投資有価証券評価差額金 △237 〃      

その他 △0 〃      

繰延税金負債合計 △836 百万円 繰延税金負債合計 △531 百万円  
   

繰延税金資産の純額 2,434 百万円 繰延税金資産の純額 △123 百万円

   
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 
  

流動資産―繰延税金資産 509 百万円 流動資産―繰延税金資産 145 百万円

固定資産―繰延税金資産 920 〃 固定資産―繰延税金資産 262 〃 
固定資産―再評価に係る繰延税金資産 1,282 〃 固定負債―繰延税金負債 531 〃 

固定負債―繰延税金負債 277 〃    
      

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別

の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別

の内訳 

税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。 連結財務諸表提出会社の法定実効税率 40.5％ 

（調整）  

住民税均等割額等 △1.6％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3％ 

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.4％ 

評価性引当額 189.5％ 

その他 0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 229.5％  
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（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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産）  （繰延税金資産）  
賞与引当金 299 百万円 賞与引当金 155 百万円

貸倒引当金 488 〃  貸倒引当金 469 〃  

関係会社株式評価損 127 〃  退職給付引当金 770 〃  

退職給付引当金 706 〃  未払事業税 0 〃  

役員退職慰労引当金 127 〃  商品未実現利益 92 〃  

未払事業税 69 〃  税務上の繰越欠損金 1,547 〃  

商品未実現利益 3 〃  減損損失累計額 1,411 〃  

子会社整理損失引当金 891 〃  土地再評価差額金 1,282 〃  

税務上の繰越欠損金 941 〃  ポイント引当金 76 〃  

減損損失累計額 1,637 〃  投資有価証券減損 54 〃  

その他 211 〃  その他有価証券評価損 132 〃  

土地再評価差額金 1,282 〃  その他 135 〃  

繰延税金資産小計 6,785 百万円 繰延税金資産小計 6,129 百万円

評価性引当額 △3,514 〃  評価性引当額 △5,721 〃  

繰延税金資産合計 3,270 百万円 繰延税金資産合計 407 百万円  
  

（繰延税金負債）  （繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 △321 百万円 固定資産圧縮積立金 △254 百万円

資本連結時土地評価差額金 △276 〃 資本連結時土地評価差額金 △276 〃 

その他投資有価証券評価差額金 △237 〃      

その他 △0 〃      

繰延税金負債合計 △836 百万円 繰延税金負債合計 △531 百万円  
   

繰延税金資産の純額 2,434 百万円 繰延税金資産の純額 △123 百万円

   
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 
  

流動資産―繰延税金資産 509 百万円 流動資産―繰延税金資産 145 百万円

固定資産―繰延税金資産 920 〃 固定資産―繰延税金資産 262 〃 
固定資産―再評価に係る繰延税金資産 1,282 〃 固定負債―繰延税金負債 531 〃 

固定負債―繰延税金負債 277 〃    
      

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別

の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別

の内訳 

税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。 連結財務諸表提出会社の法定実効税率   40.5% 

（調整）  

住民税均等割額等            △1.6％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.3％ 

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.4％ 

評価性引当額  99.7％ 

その他 0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 139.7％ 
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(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 1,501 円 58 銭
 

１株当たり純資産額 1,397 円 34 銭
 

１株当たり当期純損失 142 円 53 銭
 

１株当たり当期純損失 83 円 94 銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株あたり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株あたり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 

 

（注）算定上の基礎 
 
～中略～ 

 
２.１株当たり当期純利益 

 
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 

連結損益計算書上の 
当期純損失（△）（百万円） △3,470 △2,043 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純損失(△) (百万円) △3,470 △2,043 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 24,351 24,350 

 
 
 
（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株当たり純資産額 1,501 円 58 銭
 

１株当たり純資産額 1,397 円 34 銭
 

１株当たり当期純損失 142 円 53 銭
 

１株当たり当期純損失 25 円 70 銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株あたり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株あたり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 

 

（注）算定上の基礎 
 
～中略～ 

 
２.１株当たり当期純利益 

 
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 

連結損益計算書上の 
当期純損失（△）（百万円） △3,470 △625 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純損失(△) (百万円) △3,470 △625 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 24,351 24,350 
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 ５【個別財務諸表】 
  (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) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 15,072 15,072

  資本剰余金 

   資本準備金 9,075 9,075

   その他資本剰余金 852 852

   資本剰余金合計 9,928 9,928

  利益剰余金 

   利益準備金 570 570

   その他利益剰余金 

    別途積立金 20,036 13,536

    固定資産圧縮積立金 471 374

    繰越利益剰余金 △6,071 △1,880

   利益剰余金合計 15,006 12,600

  自己株式 △593 △593

  株主資本合計 39,414 37,006

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 337 △194

  繰延ヘッジ損益 6 △5

  土地再評価差額金 ※3 △2,108 ※3 △2,108

  評価・換算差額等合計 △1,764 △2,307

 純資産合計 37,649 34,699

負債純資産合計 85,209 79,447
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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) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 15,072 15,072

  資本剰余金 

   資本準備金 9,075 9,075

   その他資本剰余金 852 852

   資本剰余金合計 9,928 9,928

  利益剰余金 

   利益準備金 570 570

   その他利益剰余金 

    別途積立金 20,036 13,536

    固定資産圧縮積立金 471 374

    繰越利益剰余金 △6,071 △309

   利益剰余金合計 15,006 14,170

  自己株式 △593 △593

  株主資本合計 39,414 38,577

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 337 △326

  繰延ヘッジ損益 6 △9

  土地再評価差額金 ※3 △2,108 ※3 △3,542

  評価・換算差額等合計 △1,764 △3,878

 純資産合計 37,649 34,699

負債純資産合計 85,209 79,447
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  (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) 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △4,942 1,358

法人税、住民税及び事業税 19 6

過年度法人税等 214 -

法人税等調整額 738 3,368

法人税等合計 972 3,375

当期純損失（△） △5,914 △2,016

 
 
（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) 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △4,942 1,358

法人税、住民税及び事業税 19 6

過年度法人税等 214 -

法人税等調整額 738 1,797

法人税等合計 972 1,804

当期純損失（△） △5,914 △445
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  (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) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 15,072 15,072

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 15,072 15,072

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 9,075 9,075

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 9,075 9,075

  その他資本剰余金 

   前期末残高 852 852

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 852 852

  資本剰余金合計 

   前期末残高 9,928 9,928

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 9,928 9,928

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 570 570

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 570 570

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    前期末残高 20,336 20,036

    当期変動額 

     別途積立金の取崩 △300 △6,500

     当期変動額合計 △300 △6,500

    当期末残高 20,036 13,536
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   (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) 

   固定資産圧縮積立金 

    前期末残高 473 471

    当期変動額 

     固定資産圧縮積立金の取崩 △1 △97

     当期変動額合計 △1 △97

    当期末残高 471 374

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 310 △6,071

    当期変動額 

     剰余金の配当 △560 △389

     当期純損失（△） △5,914 △2,016

     別途積立金の取崩 300 6,500

     土地再評価差額金の取崩 △208 -

     固定資産圧縮積立金の取崩 1 97

     当期変動額合計 △6,382 4,190

    当期末残高 △6,071 △1,880

  利益剰余金合計 

   前期末残高 21,690 15,006

   当期変動額 

    剰余金の配当 △560 △389

    当期純損失（△） △5,914 △2,016

    別途積立金の取崩 - -

    土地再評価差額金の取崩 △208 -

    固定資産圧縮積立金の取崩 - -

    当期変動額合計 △6,683 △2,406

   当期末残高 15,006 12,600

 自己株式 

  前期末残高 △592 △593

  当期変動額 

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 △0 △0

  当期末残高 △593 △593

 株主資本合計 

  前期末残高 46,098 39,414

  当期変動額 

   剰余金の配当 △560 △389

   当期純損失（△） △5,914 △2,016

   自己株式の取得 △0 △0

   土地再評価差額金の取崩 △208 -

   当期変動額合計 △6,684 △2,407

  当期末残高 39,414 37,006
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   (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) 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 927 337

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △590 △531

   当期変動額合計 △590 △531

  当期末残高 337 △194

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 - 6

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △11

   当期変動額合計 6 △11

  当期末残高 6 △5

 土地再評価差額金 

  前期末残高 △2,316 △2,108

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 208 -

   当期変動額合計 208 -

  当期末残高 △2,108 △2,108

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △1,389 △1,764

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 △542

   当期変動額合計 △375 △542

  当期末残高 △1,764 △2,307

純資産合計 

 前期末残高 44,709 37,649

 当期変動額 

  剰余金の配当 △560 △389

  当期純損失（△） △5,914 △2,016

  自己株式の取得 △0 △0

  土地再評価差額金の取崩 △208 -

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 △542

  当期変動額合計 △7,059 △2,950

 当期末残高 37,649 34,699
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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) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 15,072 15,072

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 15,072 15,072

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 9,075 9,075

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 9,075 9,075

  その他資本剰余金 

   前期末残高 852 852

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 852 852

  資本剰余金合計 

   前期末残高 9,928 9,928

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 9,928 9,928

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 570 570

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 570 570

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    前期末残高 20,336 20,036

    当期変動額 

     別途積立金の取崩 △300 △6,500

     当期変動額合計 △300 △6,500

    当期末残高 20,036 13,536
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   (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) 

   固定資産圧縮積立金 

    前期末残高 473 471

    当期変動額 

     固定資産圧縮積立金の取崩 △1 △97

     当期変動額合計 △1 △97

    当期末残高 471 374

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 310 △6,071

    当期変動額 

     剰余金の配当 △560 △389

     当期純損失（△） △5,914 △445

     別途積立金の取崩 300 6,500

     土地再評価差額金の取崩 △208 -

     固定資産圧縮積立金の取崩 1 97

     当期変動額合計 △6,382 5,761

    当期末残高 △6,071 △309

  利益剰余金合計 

   前期末残高 21,690 15,006

   当期変動額 

    剰余金の配当 △560 △389

    当期純損失（△） △5,914 △445

    別途積立金の取崩 - -

    土地再評価差額金の取崩 △208 -

    固定資産圧縮積立金の取崩 - -

    当期変動額合計 △6,683 △835

   当期末残高 15,006 14,170

 自己株式 

  前期末残高 △592 △593

  当期変動額 

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 △0 △0

  当期末残高 △593 △593

 株主資本合計 

  前期末残高 46,098 39,414

  当期変動額 

   剰余金の配当 △560 △389

   当期純損失（△） △5,914 △445

   自己株式の取得 △0 △0

   土地再評価差額金の取崩 △208 -

   当期変動額合計 △6,684 △836

  当期末残高 39,414 38,577
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   (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) 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 927 337

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △590 △663

   当期変動額合計 △590 △663

  当期末残高 337 △326

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 - 6

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △15

   当期変動額合計 6 △15

  当期末残高 6 △9

 土地再評価差額金 

  前期末残高 △2,316 △2,108

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 208 △1,434

   当期変動額合計 208 △1,434

  当期末残高 △2,108 △3,542

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △1,389 △1,764

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 △2,113

   当期変動額合計 △375 △2,113

  当期末残高 △1,764 △3,878

純資産合計 

 前期末残高 44,709 37,649

 当期変動額 

  剰余金の配当 △560 △389

  当期純損失（△） △5,914 △445

  自己株式の取得 △0 △0

  土地再評価差額金の取崩 △208 -

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 △2,113

  当期変動額合計 △7,059 △2,950

 当期末残高 37,649 34,699
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(税効果会計関係) 
（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) 
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 
 賞与引当金 63 百万円

 貸倒引当金 573 〃 
 役員退職慰労引当金 20 〃 

 退職給付引当金(企業年金) 554 〃 

 投資有価証券 34 〃 
 未払事業税 25 〃 
 関係会社株式 1,084 〃 
 減損損失 1,241 〃 
 子会社整理引当金 891 〃 
 繰越欠損金 171 〃 
 その他 74 〃 
 土地再評価差額金 1,434 〃 
 繰延税金資産小計 6,170 百万円

 評価性引当額 △2,867 〃 
 繰延税金資産合計 3,303 百万円

 
繰延税金負債 
 固定資産圧縮積立金 △321 百万円

 その他有価証券評価差額金 △237 〃 
 繰延税金負債合計 △558 百万円

 
繰延税金資産の純額 2,744 百万円

  
 (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれ

ております。 
流動資産―繰延税金資産 229 百万円

固定資産―繰延税金資産 1,079 〃 
固定資産―再評価に係る 
     繰延税金資産 1,434 〃 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 
 賞与引当金 39 百万円

 貸倒引当金 462 〃 

 退職給付引当金(企業年金) 571 〃 

 投資有価証券 53 〃 
 未払事業税 9 〃 
 関係会社株式 260 〃 
 減損損失 1,189 〃 
 繰越欠損金 1,512 〃 
 ポイント引当金 70 〃 
 その他有価証券評価損 132 〃 
 その他 114 〃 
 土地再評価差額金 1,434 〃 
 繰延税金資産小計 5,850 百万円

 評価性引当額 △5,850 〃 
 繰延税金資産合計 ―百万円

 
繰延税金負債 
 固定資産圧縮積立金 △254 百万円

 繰延税金負債合計 △254 百万円

 
繰延税金資産の純額 △254 百万円

  
  
 (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 

固定負債―繰延税金負債 254 百万円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 
 
税引前当期純損失のため注記を省略しております。 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 40.5％
（調整） 
住民税均等割額等 △2.6％
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1％
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △10.8％
評価性引当額 219.6％
その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 248.5％
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（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) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 
 賞与引当金 63 百万円

 貸倒引当金 573 〃 
 役員退職慰労引当金 20 〃 

 退職給付引当金(企業年金) 554 〃 

 投資有価証券 34 〃 
 未払事業税 25 〃 
 関係会社株式 1,084 〃 
 減損損失 1,241 〃 
 子会社整理引当金 891 〃 
 繰越欠損金 171 〃 
 その他 74 〃 
 土地再評価差額金 1,434 〃 
 繰延税金資産小計 6,170 百万円

 評価性引当額 △2,867 〃 
 繰延税金資産合計 3,303 百万円

 
繰延税金負債 
 固定資産圧縮積立金 △321 百万円

 その他有価証券評価差額金 △237 〃 
 繰延税金負債合計 △558 百万円

 
繰延税金資産の純額 2,744 百万円

  
 (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれ

ております。 
流動資産―繰延税金資産 229 百万円

固定資産―繰延税金資産 1,079 〃 
固定資産―再評価に係る 
     繰延税金資産 1,434 〃 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 
 賞与引当金 39 百万円

 貸倒引当金 462 〃 

 退職給付引当金(企業年金) 571 〃 

 投資有価証券 53 〃 
 未払事業税 9 〃 
 関係会社株式 260 〃 
 減損損失 1,189 〃 
 繰越欠損金 1,512 〃 
 ポイント引当金 70 〃 
 その他有価証券評価損 132 〃 
 その他 114 〃 
 土地再評価差額金 1,434 〃 
 繰延税金資産小計 5,850 百万円

 評価性引当額 △5,850 〃 
 繰延税金資産合計 ―百万円

 
繰延税金負債 
 固定資産圧縮積立金 △254 百万円

 繰延税金負債合計 △254 百万円

 
繰延税金資産の純額 △254 百万円

  
  
 (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 

固定負債―繰延税金負債 254 百万円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 
 
税引前当期純損失のため注記を省略しております。 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 40.5％
（調整） 
住民税均等割額等 △2.6％
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1％
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △10.8％
評価性引当額 103.9％
その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 132.8％
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(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 1,544 円 73 銭
 

１株当たり純資産額 1,423 円 77 銭
 

１株当たり当期純損失 242 円 66 銭
 

１株当たり当期純損失 82 円 75 銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株あたり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株あたり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 
 
～中略～ 

 
２.１株当たり当期純利益 

 
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)

損益計算書上の 
当期純損失(△)  (百万円) △5,914 △2,016 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─ ― 
普通株式に係る当期純損失(△)  (百万円) △5,914 △2,016 
普通株式の期中平均株式数 (千株) 24,373 24,372 

 
 
（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 1,544 円 73 銭
 

１株当たり純資産額 1,423 円 77 銭
 

１株当たり当期純損失 242 円 66 銭
 

１株当たり当期純損失 18 円 30 銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株あたり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株あたり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 
 
～中略～ 

 
２.１株当たり当期純利益 

 
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)

損益計算書上の 
当期純損失(△)  (百万円) △5,914 △445 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─ ― 
普通株式に係る当期純損失(△)  (百万円) △5,914 △445 
普通株式の期中平均株式数 (千株) 24,373 24,372 

 
 

以上 
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