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（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年 3月期第1四半期決算短信」 

の一部訂正に関するお知らせ 

  
 

平成21年 8月10日付にて発表いたしました「平成22年 3月期第1四半期決算短信」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22年 3月期 第1四半期決算短信（平成21年 8月 10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． 平成22年 3月期第1四半期の連結業績（平成21年 4月1日～平成21年 6月30日）

（1）連結経営成績 （2）連結財政状態 

3ページ 

 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

4ページ ４． その他 

（4）継続企業の前提に関する重要事象等 

5～9ページ ５． 四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

（2）四半期連結損益計算書 

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（4）継続企業の前提に関する注記 

 
 

 



訂正箇所 
１.1ページ 
（1）連結経営成績（累計） 

【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22年3月期第1四半期 296 △31.3 △56 ― △80 ― △113 ― 

平成21年 3月期第1四半期 431 － △280 ― △255 ― △275 ― 

 

【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22年3月期第1四半期 296 △31.3 △64 ― △88 ― △113 ― 

平成21年 3月期第1四半期 431 － △280 ― △255 ― △275 ― 

 
 
（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22年3月期第1四半期 888 △2,242 △252.5 △4,652.66

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

（参考）自己資本   22年 3月期第1四半期 △2,243百万円  21年 3月期 △2,540百万円 

 
【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22年3月期第1四半期 888 △2,242 △252.5 △4,653.42

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

（参考）自己資本   22年 3月期第1四半期 △2,243百万円  21年 3月期 △2,540百万円 

 
２. 3ページ 

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

【訂正前】 

       （中略） 

一方、特別損失として費用の削減のための本社移転費用等が34,326千円発生いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は前年同期比31.38％減の296,196千円となり

ました。営業損失は前年同期 280,688 千円の損失から 56,342 千円の損失となり、経常損失は前年同期

255,454千円の損失から80,025千円の損失となりました。 

                    

【訂正後】 

       （中略） 

一方、特別損失として費用の削減のための本社移転費用等が34,326千円発生いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は前年同期比 31.38％減の 296,196 千円とな

りました。営業損失は前年同期 280,688 千円の損失から 64,485 千円の損失となり、経常損失は前年同期

255,454千円の損失から88,168千円の損失となりました。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

【訂正前】 

       （中略） 

流動負債については、前連結会計年度末に比べ 468,600 千円減少の 2,805,439 千円となっており、主たる

要因は未払金 82,627 千円、一年内返済予定の長期借入金 213,957 千円、前受金 86,127 千円が減少したた

めであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は88,058千円となり、前連結会計年度

末と比較して69,421千円の減少となりました。 

当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは22,533千円の支出となりまし

た。これは主に、当四半期純損失を122,857千円計上したのに対し、売上債権の減少額42,710千円、支払

利息の増加額34,147千円、たな卸資産の増加額39,377千円、拠点整理損失の支出額19,026千円、原状回

復費の支出額15,300千円等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 6,266 千円の支出となりました。これは主に、その他の投資等の

増加による支出4,793千円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 40,621 千円の支出となりました。これは、短期借入金の返済額

40,621千円によるものであります。 

 

【訂正後】 

       （中略） 

流動負債については、前連結会計年度末に比べ 468,600 千円減少の 2,805,439 千円となっており、主たる

要因は未払金 82,673 千円、一年内返済予定の長期借入金 213,957 千円、前受金 86,127 千円が減少したた

めであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は88,058千円となり、前連結会計年度

末と比較して69,432千円の減少となりました。 

当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは27,327千円の支出となりまし

た。これは主に、当四半期純損失を112,857千円計上したのに対し、売上債権の減少額42,710千円、たな

卸資産の増加額39,377千円、拠点整理損失の支出額19,026千円、原状回復費の支出額15,300千円等によ

るものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 1,473 千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出1,623千円を支出したことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 40,621 千円の支出となりました。これは、短期借入金の返済額

40,621千円によるものであります。 

 



３．4ページ 

(4)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、280,689千円、当第１四半期連結累計期間においても業績は改善し

てきているものの、56,342千円の営業損失、113,613千円の当四半期純損失を計上いたしました。 

 

【訂正後】 

当社グループは、前連結会計年度に、1,155,993千円の営業損失、当第１四半期連結累計期間においても

業績は改善してきているものの、64,485 千円の営業損失、113,613 千円の当四半期純損失を計上いたしま

した。 

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 88,058 157,490

受取手形及び売掛金 88,289 130,999

商品及び製品 37,089 45,232

仕掛品 169,167 208,545

短期貸付金 145,600 145,600

その他 54,692 72,057

貸倒引当金 △19,857 △28,447

流動資産合計 563,039 731,478

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,118 1,444

車両運搬具（純額） 58 62

その他（純額） 6,590 8,447

有形固定資産合計 8,766 9,954

無形固定資産   

のれん 7,950 8,400

その他 134,898 141,987

無形固定資産合計 142,848 150,388

投資その他の資産   

長期貸付金 151,940 152,090

破産更生債権等 1,541,787 1,541,337

その他 141,415 152,187

貸倒引当金 △1,661,486 △1,662,072

投資その他の資産合計 173,656 183,543

固定資産合計 325,271 343,886

資産合計 888,311 1,075,364

４．5～8ページ
連結財務諸表
（1）四半期連結貸借対照表
【訂正前】



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,229 42,501

短期借入金 2,579,500 2,620,122

1年内返済予定の長期借入金 34,606 248,563

1年内償還予定の社債 － 45,000

未払金 25,072 107,745

未払費用 102,324 72,716

前受金 9,922 96,050

未払法人税等 6,177 7,383

賞与引当金 － 3,945

その他 22,606 30,011

流動負債合計 2,805,439 3,274,040

固定負債   

社債 220,000 226,000

長期借入金 77,603 99,893

繰延税金負債 16,031 －

退職給付引当金 12,121 15,308

その他 － 28

固定負債合計 325,755 341,229

負債合計 3,131,195 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 △5,447,700 △5,721,357

自己株式 △464 △464

株主資本合計 △2,266,614 △2,540,271

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,364 －

評価・換算差額等合計 23,364 －

新株予約権 366 366

純資産合計 △2,242,884 △2,539,905

負債純資産合計 888,311 1,075,364



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 88,058 157,490

受取手形及び売掛金 88,289 130,999

商品及び製品 37,089 45,232

仕掛品 169,167 208,545

短期貸付金 145,600 145,600

その他 54,692 72,057

貸倒引当金 △19,857 △28,447

流動資産合計 563,039 731,478

固定資産   

有形固定資産 8,766 9,954

無形固定資産   

のれん 7,950 8,400

ソフトウエア 131,462 138,148

その他 3,435 3,839

無形固定資産合計 142,848 150,388

投資その他の資産   

長期貸付金 151,940 152,090

破産更生債権等 1,541,787 1,541,337

その他 141,415 152,187

貸倒引当金 △1,661,486 △1,662,072

投資その他の資産合計 173,656 183,543

固定資産合計 325,271 343,886

資産合計 888,311 1,075,364

【訂正後】



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,229 42,501

短期借入金 2,579,500 2,620,122

1年内返済予定の長期借入金 34,606 248,563

1年内償還予定の社債 － 45,000

未払費用 102,324 72,716

未払法人税等 6,177 7,383

引当金 － 3,945

その他 57,601 233,806

流動負債合計 2,805,439 3,274,040

固定負債   

社債 220,000 226,000

長期借入金 77,603 99,893

繰延税金負債 16,031 －

退職給付引当金 12,121 15,308

その他 － 28

固定負債合計 325,755 341,229

負債合計 3,131,195 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 △5,447,700 △5,721,357

自己株式 △464 △464

株主資本合計 △2,266,614 △2,540,271

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,364 －

評価・換算差額等合計 23,364 －

新株予約権 366 366

純資産合計 △2,242,884 △2,539,905

負債純資産合計 888,311 1,075,364



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 431,676 296,196

売上原価 384,004 241,618

売上総利益 47,670 54,577

販売費及び一般管理費 328,360 110,920

営業損失（△） △280,688 △56,342

営業外収益   

受取利息 7,409 1,896

助成金収入 － 5,411

還付消費税等 20,152 2,500

その他 1,973 1,624

営業外収益合計 29,535 11,432

営業外費用   

支払利息 2,253 33,372

社債利息 1,572 775

支払手数料 474 474

その他 － 493

営業外費用合計 4,300 35,115

経常損失（△） △255,454 △80,025

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 1,435

貸倒引当金戻入額 733 5,914

前期損益修正益 － 6,176

特別利益合計 733 13,526

特別損失   

たな卸資産評価損 － 8,143

固定資産除却損 2,409 －

投資有価証券評価損 5,999 －

前期損益修正損 － 3,438

拠点整理損失 － 19,026

原状回復費 － 15,300

その他 10 450

特別損失合計 8,420 46,358

税金等調整前四半期純損失（△） △263,141 △112,857

法人税、住民税及び事業税 13,880 756

法人税等合計 13,880 756

少数株主損失（△） △1,271 －

四半期純損失（△） △275,750 △113,613

（2）四半期連結損益計算書
【訂正前】



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 431,676 296,196

売上原価 384,004 249,761

売上総利益 47,671 46,434

販売費及び一般管理費 328,360 110,920

営業損失（△） △280,688 △64,485

営業外収益   

受取利息 7,409 1,896

助成金収入 － 5,411

還付消費税等 20,152 2,500

その他 1,973 1,624

営業外収益合計 29,535 11,432

営業外費用   

支払利息 2,253 33,372

社債利息 1,572 775

その他 474 967

営業外費用合計 4,300 35,115

経常損失（△） △255,454 △88,168

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 1,435

貸倒引当金戻入額 733 5,914

前期損益修正益 － 6,176

特別利益合計 733 13,526

特別損失   

固定資産除却損 2,409 －

投資有価証券評価損 5,999 －

前期損益修正損 － 3,438

拠点整理損失 － 19,026

原状回復費 － 15,300

その他 10 450

特別損失合計 8,420 38,215

税金等調整前四半期純損失（△） △263,141 △112,857

法人税、住民税及び事業税 13,880 756

法人税等合計 13,880 756

少数株主損失（△） △1,271 －

四半期純損失（△） △275,750 △113,613

【訂正後】



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △263,141 △112,857

減価償却費 18,509 12,131

のれん償却額 12,023 450

拠点整理損失 － 19,026

原状回復費 － 15,300

引当金の増減額（△は減少） 16,590 △8,722

受取利息及び受取配当金 △7,409 △1,896

支払利息 3,825 34,147

たな卸資産評価損 － 8,143

投資有価証券評価損益（△は益） 5,999 －

固定資産除却損 2,409 －

売上債権の増減額（△は増加） △719 42,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,985 39,377

差入保証金の増減額（△は増加） △41,548 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △115,389 10,498

その他の固定資産の増減額（△は増加） △1,011 14,655

仕入債務の増減額（△は減少） △1,122 △17,271

受入保証金の増減額（△は減少） 56,939 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 26,924 △73,704

その他 969 △2,737

小計 △347,134 △20,749

利息及び配当金の受取額 6,579 1,896

利息の支払額 △2,285 △2,689

法人税等の支払額 △20,113 △990

営業活動によるキャッシュ・フロー △362,953 △22,533

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 － △1,623

貸付けによる支出 △602,000 －

貸付金の回収による収入 315,150 150

その他 △3,506 △4,793

投資活動によるキャッシュ・フロー △290,356 △6,266

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） － △40,621

財務活動によるキャッシュ・フロー － △40,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △653,309 △69,421

現金及び現金同等物の期首残高 1,114,860 157,490

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △10

現金及び現金同等物の四半期末残高 461,551 88,058

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △263,141 △112,857

減価償却費 18,509 12,131

のれん償却額 12,023 450

拠点整理損失 － 19,026

原状回復費 － 15,300

引当金の増減額（△は減少） 16,590 △8,722

受取利息及び受取配当金 △7,409 △1,896

支払利息 3,825 34,147

たな卸資産評価損 － 8,143

投資有価証券評価損益（△は益） 5,999 －

固定資産除却損 2,409 －

売上債権の増減額（△は増加） △719 42,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,985 39,377

差入保証金の増減額（△は増加） △41,548 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △115,389 10,498

その他の固定資産の増減額（△は増加） △1,011 9,861

仕入債務の増減額（△は減少） △1,122 △17,271

受入保証金の増減額（△は減少） 56,939 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 26,924 △73,704

その他 969 △2,737

小計 △347,134 △25,543

利息及び配当金の受取額 6,579 1,896

利息の支払額 △2,285 △2,689

法人税等の支払額 △20,113 △990

営業活動によるキャッシュ・フロー △362,953 △27,327

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 － △1,623

貸付けによる支出 △602,000 －

貸付金の回収による収入 315,150 150

その他 △3,506 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △290,356 △1,473

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） － △40,621

財務活動によるキャッシュ・フロー － △40,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △653,309 △69,421

現金及び現金同等物の期首残高 1,114,860 157,490

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △10

現金及び現金同等物の四半期末残高 461,551 88,058

【訂正後】



５．9ページ 

継続企業の前提に関する注記 

【訂正前】 

当社グループは、前連結会計年度に、280,689千円、当第１四半期連結累計期間においても業績は改善

してきているものの、56,342千円の営業損失、113,613千円の当四半期純損失を計上いたしました。 

 

【訂正後】 

当社グループは、前連結会計年度に、1,155,993千円の営業損失、当第１四半期連結累計期間においても

業績は改善してきているものの、64,485 千円の営業損失、113,613 千円の当四半期純損失を計上いたしま

した。 

 

以上 
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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 296 △31.3 △64 ― △88 ― △113 ―
21年3月期第1四半期 431 ― △280 ― △255 ― △275 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △235.68 ―
21年3月期第1四半期 △572.01 ―

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

22年3月期第1四半期 888 △2,242 △252.5 △4,653.42
21年3月期 1,075 △2,539 △236.2 △5,269.57

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  △2,243百万円 21年3月期  △2,540百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（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

21年3月期 ― ― ― ― ―
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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  

（注）詳細は、4ページ 【定性的情報・財務諸表等】 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、4ページ 【定性的情報・財務諸表等】 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社ウインズ・インターショナル ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 482,074株 21年3月期  482,074株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10株 21年3月期  10株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 482,074株 21年3月期第1四半期 482,074株




