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ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」 

 

平成21年９月２日 

各  位 

 

株 式 会 社 イ デ ア イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 

代 表 取 締 役 社 長  橋 本 雅 治 

（コード番号：３１４０ 大証ヘラクレス） 

問 合 せ 先 ： 常 務 取 締 役 経 営 管 理 部 長 

 松 原 元 成 

（TEL 03-5446-9505） 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正有り）決算短信の訂正及び追加に関するお知らせ 

 

 

平成21年８月11日に発表いたしました「平成21年６月期 決算短信」の記載内容について、一部誤りが

ありましたので、下記の通り訂正及び追加をいたします。 

 

記 

訂正箇所を「平成21年６月期 決算短信」のページ数、下線で示しております。 

 

Ｐ１ページ目「(3) 連結キャッシュ・フローの状況」 

【訂正前】 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  

 
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6月期 △357 △242 813 409 
20年6月期 － － － － 

 

【訂正後】 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  

 
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6月期 △355 △211 781 409 
20年6月期 － － － － 

 

Ｐ４ページ目「② 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況」 

【訂正前】 

② 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、409 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は、357百万円となりました。 

これは、デリバティブ評価損(92 百万円)及び減価償却費(113 百万円)があったものの、税金等調整

前当期純損失(450 百万円)、たな卸資産の増加(112 百万円)及び法人税等の支払(103 百万円)等があっ

たこと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) 

投資活動の結果使用した資金は、242百万円となりました。 

これは、新規出店費用などの有形固定資産取得による支出(169 百万円)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) 

財務活動の結果得られた資金は、813百万円となりました。 

＜略＞ 

 

【訂正後】 

② 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、409 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は、355百万円となりました。 

これは、デリバティブ評価損(92 百万円)及び減価償却費(113 百万円)等の資金増加要因があったも

のの、税金等調整前当期純損失(450 百万円)、たな卸資産の増加(112 百万円)及び法人税等の支払(103

百万円)等の資金減少要因があったこと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) 

投資活動の結果使用した資金は、211百万円となりました。 

これは、新規出店費用などの有形固定資産取得による支出(157 百万円)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) 

財務活動の結果得られた資金は、781百万円となりました。 

＜略＞ 
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Ｐ17ページ目「(2)【連結損益計算書】」 

【訂正前】 

 (2)【連結損益計算書】   

  (単位：千円) 

   

当連結会計年度 

(自 平成 20年７月１日 

 至 平成 21年６月 30日) 

売上高  4,393,012 

売上原価  2,295,738 

売上総利益  2,097,274 

返品調整引当金戻入額  9,300 

返品調整引当金繰入額  7,200 

差引売上総利益  2,099,374 

販売費及び一般管理費  2,329,038 

営業損失（△）  △229,664 

営業外収益   

 受取利息  516 

 受取補償金  14,083 

 雑収入  2,387 

 その他  6,167 

 営業外収益合計  23,155 

営業外費用   

 支払利息  21,315 

 為替差損  44,668 

 デリバティブ評価損  92,692 

 その他  12,041 

 営業外費用合計  170,717 

経常損失（△）  △377,226 

特別利益   

 製品保証引当金戻入額  1,312 

 新株予約権戻入益  900 

 特別利益合計  2,212 

特別損失   

 減損損失  72,616 

 固定資産除却損  2,136 

 その他  968 

 特別損失合計  75,721 

税金等調整前当期純損失（△）  △450,734 

法人税、住民税及び事業税  9,872 

法人税等調整額  △156,472 

法人税等合計  △146,599 

当期純損失（△）  △304,135 
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【訂正後】 

 (2)【連結損益計算書】   

  (単位：千円) 

   

当連結会計年度 

(自 平成 20年７月１日 

 至 平成 21年６月 30日) 

売上高  4,393,012 

売上原価  2,295,738 

売上総利益  2,097,274 

返品調整引当金戻入額  9,300 

返品調整引当金繰入額  7,200 

差引売上総利益  2,099,374 

販売費及び一般管理費  2,329,038 

営業損失（△）  △229,664 

営業外収益   

 受取利息  516 

 受取補償金  14,083 

 債務勘定整理益  6,738 

 その他  1,817 

 営業外収益合計  23,155 

営業外費用   

 支払利息  21,315 

 為替差損  44,668 

 デリバティブ評価損  92,692 

 その他  12,041 

 営業外費用合計  170,717 

経常損失（△）  △377,226 

特別利益   

 製品保証引当金戻入額  1,312 

 新株予約権戻入益  900 

 特別利益合計  2,212 

特別損失   

 減損損失  72,616 

 固定資産除却損  2,136 

 その他  968 

 特別損失合計  75,721 

税金等調整前当期純損失（△）  △450,734 

法人税、住民税及び事業税  9,872 

法人税等調整額  △156,472 

法人税等合計  △146,599 

当期純損失（△）  △304,135 
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Ｐ20ページ目「(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】」 

【訂正前】 

 (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】   

  (単位：千円) 

   

当連結会計年度 

(自 平成 20年７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   

 税金等調整前当期純利益  △450,734 

 減価償却費  113,394 

 減損損失  72,616 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  26,319 

 受取利息及び受取配当金  △516 

 支払利息  21,315 

 為替差損益（△は益）  3,002 

 デリバティブ評価損益（△は益）  92,692 

 売上債権の増減額（△は増加）  △20,848 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △112,034 

 仕入債務の増減額（△は減少）  △54,626 

 その他  79,849 

 小計  △229,570 

 利息及び配当金の受取額  516 

 利息の支払額  △24,541 

 法人税等の支払額  △103,653 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △357,248 

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  △169,469 

 無形固定資産の取得による支出  △47,661 

 敷金及び保証金の差入による支出  △21,358 

 その他  △4,475 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △242,966 

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）  450,000 

 長期借入れによる収入  500,000 

 長期借入金の返済による支出  △235,293 

 株式の発行による収入  132,575 

 自己株式の取得による支出  △62,901 

 リース債務の返済による支出  29,538 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  813,919 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △3,002 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  210,701 

現金及び現金同等物の期首残高  199,272 

現金及び現金同等物の期末残高  409,974 
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【訂正後】 

 (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】   

  (単位：千円) 

   

当連結会計年度 

(自 平成 20年７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   

 税金等調整前当期純利益  △450,734 

 減価償却費  113,394 

 減損損失  72,616 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  26,319 

 受取利息及び受取配当金  △516 

 支払利息  21,315 

 為替差損益（△は益）  3,002 

 デリバティブ評価損益（△は益）  92,692 

 売上債権の増減額（△は増加）  △20,848 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △112,034 

 仕入債務の増減額（△は減少）  △54,626 

 その他  81,109 

 小計  △228,310 

 利息及び配当金の受取額  516 

 利息の支払額  △24,541 

 法人税等の支払額  △103,653 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △355,988 

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  △157,466 

 無形固定資産の取得による支出  △28,173 

 敷金及び保証金の差入による支出  △21,358 

 その他  △4,475 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △211,475 

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）  450,000 

 長期借入れによる収入  500,000 

 長期借入金の返済による支出  △235,293 

 株式の発行による収入  132,575 

 自己株式の取得による支出  △62,901 

 リース債務の返済による支出  △3,212 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  781,168 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △3,002 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  210,701 

現金及び現金同等物の期首残高  199,272 

現金及び現金同等物の期末残高  409,974 
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Ｐ21ページ目「(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】」 

【訂正前】 

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 

② たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法)によっております。 

商品・製品・原材料 

総平均法による原価法 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 なお、主要な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物         ３年～10年 

工具器具及び備品   ２年～８年 

 

【訂正後】 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 

② たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法)によっております。 

商品及び製品・原材料及び貯蔵品 

総平均法による原価法 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 なお、主要な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物          ３年～10年 

工具、器具及び備品   ２年～８年 
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Ｐ23ページ目「(7)【連結財務諸表に関する注記事項】（連結損益計算書関係）」 

【訂正前】 

(連結損益計算書関係) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであります。 
＜略＞ 

※２ 減損損失 

    当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 

店舗 建物 
工具器具及び備品 
リース資産 

愛知県名古屋市 

店舗 建物 
工具器具及び備品 
リース資産 

大阪府大阪市 

店舗 建物 
工具器具及び備品 

大阪府大阪市 

店舗 建物 
工具器具及び備品 
リース資産 

埼玉県入間市 

店舗 建物 
工具器具及び備品 
リース資産 

宮城県仙台市 

店舗 建物 
工具器具及び備品 

福岡県福岡市 

店舗 建物 
工具器具及び備品 
リース資産 

兵庫県神戸市 

店舗 長期前払費用 
リース資産 

東京都新宿区 

(1) 資産のグルーピング 

＜略＞ 

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

＜略＞ 

(3) 減損損失の内訳 

建物 40,173千円

工具器具及び備品 16,632千円

リース資産 6,126千円

長期前払費用 9,684千円

(4) 回収可能価額の算定方法 

＜略＞ 
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【訂正後】 

(連結損益計算書関係) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のと 

おりであります。 

   売上原価                 11,019千円 

※２ 販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであります。 
＜略＞ 

※３ 減損損失 

    当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 

店舗 建物 
工具、器具及び備品 
リース資産 

愛知県名古屋市 

店舗 建物 
工具、器具及び備品 
リース資産 

大阪府大阪市 

店舗 建物 
工具、器具及び備品 

大阪府大阪市 

店舗 建物 
工具、器具及び備品 
リース資産 

埼玉県入間市 

店舗 建物 
工具、器具及び備品 
リース資産 

宮城県仙台市 

店舗 建物 
工具、器具及び備品 

福岡県福岡市 

店舗 建物 
工具、器具及び備品 
リース資産 

兵庫県神戸市 

店舗 長期前払費用 
リース資産 

東京都新宿区 

(1) 資産のグルーピング 

＜略＞ 

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

＜略＞ 

(3) 減損損失の内訳 

建物 40,173千円

工具、器具及び備品 16,632千円

リース資産 6,126千円

長期前払費用 9,684千円

(4) 回収可能価額の算定方法 

＜略＞ 
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Ｐ25 ページ目「(7)【連結財務諸表に関する注記事項】（連結キャッシュ・フロー計算書関係）」 

【訂正前】 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

※ 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 

＜略＞ 

 

【訂正後】 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

※ 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 

＜略＞ 
重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、そ

れぞれ31,491千円であります。 

 

Ｐ25 ページ目「(7)【連結財務諸表に関する注記事項】（セグメント情報）」 

【訂正前】 

(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７月１日 至 平成 21年６月 30日) 

 

住関連ライフ
スタイル商品
製造卸売事業 
(百万円) 

住関連ライフ
スタイル商品
小売事業 
(百万円) 

その他の事業 
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は 
全社 
(百万円) 

連結(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

3,171 1,195 25 4,393 ― 4,393 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 3,171 1,195 25 4,393 ― 4,393 

  営業費用 3,269 1,326 26 4,622 ― 4,622 

  営業損失(△) △98 △130 △0 △229 ― △229 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出 

      

  資産 1,331 552 3 1,887 989 2,876 

  減価償却費 29 55 ― 84 28 113 

  資本的支出 ― ― ― ― ― ― 
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【訂正後】 

(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７月１日 至 平成 21年６月 30日) 

 

住関連ライフ
スタイル商品
製造卸売事業 
(百万円) 

住関連ライフ
スタイル商品
小売事業 
(百万円) 

その他の事業 
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は 
全社 
(百万円) 

連結(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

3,171 1,195 25 4,393 ― 4,393 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 3,171 1,195 25 4,393 ― 4,393 

  営業費用 3,269 1,326 26 4,622 ― 4,622 

  営業損失(△) △98 △130 △0 △229 ― △229 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
損失及び資本的支出 

      

  資産 1,331 552 3 1,887 989 2,876 

  減価償却費 29 55 ― 84 28 113 

  減損損失 ― 72 ― 72 ― 72 

  資本的支出 23 67 ― 91 126 218 

 

Ｐ26 ページ目「(7)【連結財務諸表に関する注記事項】（リース取引関係）」 

【訂正前】 

(リース取引関係) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1) リース資産の内容 

① 有形固定資産 

車両であります。 

 

【訂正後】 

(リース取引関係) 
当連結会計年度 

(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1) リース資産の内容 

① 有形固定資産 

車両並びに工具、器具及び備品であります。 
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Ｐ29 ページ目「(7)【連結財務諸表に関する注記事項】（ストック・オプション等関係）」 

【訂正前】 

(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成 20年７月１日 至 平成 21年６月 30日) 

１ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

＜略＞ 

 

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成17年９月29日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役 ６名 
当社従業員 24名 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 40,400 

付与日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

１）新株予約権は、発行時の割当を受けた新株予約権者において、これ
を行使することを要する。 
２）新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった者は、
新株予約権行使時においても、当社、当社子会社または当社の関係会
社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期
満了による退任、定年退職その他取締役が正当な理由があると認めた
場合はこの限りではない。 
３）その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議及び新
株予約権割当契約に定める。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 
 平成19年11月１日もしくは会社が株式公開した日から数えて６ヶ月の
いずれか遅いほうから平成23年10月31日まで 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 提出会社  

決議年月日 平成16年９月30日 平成17年９月29日  

権利確定前    

 期首(株) 7,200 42,000  

 付与(株) ― ―  

 失効(株) 400 1,600  

 権利確定(株) 6,800 40,400  

 未確定残(株) ― ―  

権利確定後    

 期首(株) ― ―  

 権利確定(株) 6,800 40,400  

 権利行使(株) ― ―  

 失効(株) ― ―  

 未行使残(株) 6,800 40,400  

② 単価情報 

＜略＞ 
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３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

＜略＞ 

 

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

＜略＞ 

 

【訂正後】 

(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成 20年７月１日 至 平成 21年６月 30日) 

１ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

＜略＞ 

 

２ 権利不行使による失効により利益として計上した金額 

  新株予約権戻入益     900千円 

 

３ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成17年９月29日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社役員  ６名 
当社従業員 24名 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 40,400 

付与日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

１）新株予約権は、発行時の割当を受けた新株予約権者において、これ
を行使することを要する。 
２）新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった者は、
新株予約権行使時においても、当社、当社子会社または当社の関係会
社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期
満了による退任、定年退職その他取締役が正当な理由があると認めた
場合はこの限りではない。 
３）その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議及び新
株予約権割当契約に定める。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 
 平成19年11月１日もしくは会社が株式公開した日から数えて６ヶ月の
いずれか遅いほうから平成23年10月31日まで 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 提出会社  

決議年月日 平成16年９月30日 平成17年９月29日  

権利確定前    

 期首(株) 7,200 42,000  

 付与(株) ― ―  

 失効(株) ― ―  

 権利確定(株) 7,200 42,000  

 未確定残(株) ― ―  

権利確定後    

 期首(株) ― ―  

 権利確定(株) 7,200 42,000  

 権利行使(株) ― ―  

 失効(株) 400 1,600  

 未行使残(株) 6,800 40,400  

② 単価情報 

＜略＞ 

 

４ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

＜略＞ 

 

５ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

＜略＞ 
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Ｐ39 ページ目「(2)【損益計算書】」 

【訂正前】 

 (2)【損益計算書】     

    (単位：千円) 

   

前事業年度 

(自 平成 19年７月１日 

 至 平成 20年６月 30日) 

 

当事業年度 

(自 平成 20年７月１日 

 至 平成 21年６月 30日) 

売上高     

 商品売上高  3,852,257  3,351,295 

 製品売上高  723,704  1,015,794 

 手数料収入  25,813  25,922 

 売上高合計  4,601,775  4,393,012 

売上原価     

 商品期首たな卸高  1,014,853  855,088 

 当期商品仕入高  1,826,865  1,804,485 

 合計  2,841,718  2,659,573 

 他勘定振替高  14,873  8,784 

 商品期末たな卸高  855,088  804,908 

 商品売上原価  1,971,756  1,845,881 

 製品期首たな卸高  94,822  109,716 

 当期製品製造原価  352,722  613,598 

 合計  447,545  723,315 

 製品期末たな卸高  109,716  273,457 

 製品売上原価  337,828  449,857 

 売上原価合計  2,309,585  2,295,738 

売上総利益  2,292,189  2,097,274 

返品調整引当金戻入額  6,600  9,300 

返品調整引当金繰入額  9,300  7,200 

差引売上総利益  2,289,489  2,099,374 

販売費及び一般管理費  1,971,189  2,319,067 

営業利益又は営業損失（△）  318,300  △219,692 

営業外収益     

 受取利息  734  516 

 受取補償金  -  14,083 

 債務勘定整理益  563  2,387 

 その他  2,061  6,167 

 営業外収益合計  3,359  23,155 

営業外費用     

 支払利息  20,116  21,315 

 為替差損  22,695  44,668 

 売上割引  1,027  862 

 デリバティブ評価損  -  92,692 

 その他  9,335  10,773 

 営業外費用合計  53,174  170,312 

経常利益又は経常損失（△）  268,484  △366,850 
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    (単位：千円) 

   

前事業年度 

(自 平成 19年７月１日 

 至 平成 20年６月 30日) 

 

当事業年度 

(自 平成 20年７月１日 

 至 平成 21年６月 30日) 

特別利益     

 製品保証引当金戻入額  -  1,312 

 新株予約権戻入益  -  900 

 特別利益合計  -  2,212 

特別損失     

 固定資産除却損  4,743  2,136 

 減損損失  6,792  72,616 

 リコール損失  15,726  968 

 製品保証引当金繰入額  2,700  - 

 特別損失合計  29,962  75,721 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）  238,521  △440,358 

法人税、住民税及び事業税  133,765  9,831 

法人税等調整額  △25,444  △156,472 

法人税等合計  108,321  △146,640 

当期純利益又は当期純損失（△）  130,200  △293,718 

 

【訂正後】 

 (2)【損益計算書】     

    (単位：千円) 

   

前事業年度 

(自 平成 19年７月１日 

 至 平成 20年６月 30日) 

 

当事業年度 

(自 平成 20年７月１日 

 至 平成 21年６月 30日) 

売上高     

 商品売上高  3,852,257  3,351,295 

 製品売上高  723,704  1,015,794 

 手数料収入  25,813  25,922 

 売上高合計  4,601,775  4,393,012 

売上原価     

 商品期首たな卸高  1,014,853  855,088 

 当期商品仕入高  1,826,865  1,804,485 

 合計  2,841,718  2,659,573 

 他勘定振替高  14,873  8,784 

 商品期末たな卸高  855,088  804,908 

 商品売上原価  1,971,756  1,845,881 

 製品期首たな卸高  94,822  109,716 

 当期製品製造原価  352,722  613,598 

 合計  447,545  723,315 

 製品期末たな卸高  109,716  273,457 

 製品売上原価  337,828  449,857 

 売上原価合計  2,309,585  2,295,738 
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    (単位：千円) 

   

前事業年度 

(自 平成 19年７月１日 

 至 平成 20年６月 30日) 

 

当事業年度 

(自 平成 20年７月１日 

 至 平成 21年６月 30日) 

売上総利益  2,292,189  2,097,274 

返品調整引当金戻入額  6,600  9,300 

返品調整引当金繰入額  9,300  7,200 

差引売上総利益  2,289,489  2,099,374 

販売費及び一般管理費  1,971,189  2,319,067 

営業利益又は営業損失（△）  318,300  △219,692 

営業外収益     

 受取利息  734  516 

 受取補償金  -  14,083 

 債務勘定整理益  563  6,738 

 その他  2,061  1,817 

 営業外収益合計  3,359  23,155 

営業外費用     

 支払利息  20,116  21,315 

 為替差損  22,695  44,668 

 売上割引  1,027  862 

 デリバティブ評価損  -  92,692 

 その他  9,335  10,773 

 営業外費用合計  53,174  170,312 

経常利益又は経常損失（△）  268,484  △366,850 

特別利益     

 製品保証引当金戻入額  -  1,312 

 新株予約権戻入益  -  900 

 特別利益合計  -  2,212 

特別損失     

 固定資産除却損  4,743  2,136 

 減損損失  6,792  72,616 

 リコール損失  15,726  968 

 製品保証引当金繰入額  2,700  - 

 特別損失合計  29,962  75,721 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）  238,521  △440,358 

法人税、住民税及び事業税  133,765  9,831 

法人税等調整額  △25,444  △156,472 

法人税等合計  108,321  △146,640 

当期純利益又は当期純損失（△）  130,200  △293,718 
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【製造原価明細書】 
 

  
前事業年度 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

区分  金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  978 0.3 521 0.1 

Ⅱ 経費 ※１ 351,743 99.7 613,077 99.9 

  当期製品製造原価  352,722 100.0 613,598 100.0 

      

(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

外注加工費（千円） 326,356 574,974 

減価償却費（千円） 25,387 38,103 

計（千円） 351,743 613,077 

 

(原価計算の方法) 

当社の原価計算は、実際原価計算による単純総合原価計算であります。
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Ｐ44 ページ目「(6)【重要な会計方針】」 

【訂正前】 

(6)【重要な会計方針】 

項目 
前事業年度 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

１ デリバティブ等の評価 

基準及び評価方法 

＜略＞ ＜略＞ 

２ たな卸資産の評価基準 

及び評価方法 

 

 

(1) 商品・未着品・製品・原材料 

総平均法によっております。 

通常の販売目的で保有するたな卸資

産 

(1) 商品・製品・原材料 
評価基準は原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)によっ

ております。 

＜略＞ 

３ 固定資産の減価償却の 

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主要な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物       ３年～10年 

工具器具及び備品 ２年～８年 

＜略＞ 

＜略＞ 

４ 繰延資産の処理方法 ＜略＞ ＜略＞ 

５ 外貨建の資産及び負債 

の本邦通貨への換算基 

準 

＜略＞ ＜略＞ 

６ 引当金の計上基準 ＜略＞ ＜略＞ 

７ リース取引の処理方法 ＜略＞ ＜略＞ 

８ ヘッジ会計の方法 ＜略＞ ＜略＞ 

９ キャッシュ・フロー計算 

書における資金の範囲 

＜略＞ ＜略＞ 

10 その他財務諸表作成の 

ための基本となる重要 

な事項 

＜略＞ ＜略＞ 
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【訂正後】 

(6)【重要な会計方針】 

項目 
前事業年度 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

１ 有価証券の評価基準及 

び評価方法 

―――――――― (1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

２ デリバティブ等の評価 

基準及び評価方法 

＜略＞ ＜略＞ 

３ たな卸資産の評価基準 

及び評価方法 

 

 

(1) 商品・未着商品・製品・原材料 

総平均法による原価法 

通常の販売目的で保有するたな卸

資産 

(1) 商品及び製品・原材料及び貯蔵品 

評価基準は原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)によっ

ております。 

＜略＞ 

４ 固定資産の減価償却の 

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主要な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物        ３年～10年 

工具、器具及び備品 ２年～８年 

＜略＞ 

＜略＞ 

５ 繰延資産の処理方法 ＜略＞ ＜略＞ 

６ 外貨建の資産及び負債 

の本邦通貨への換算基 

準 

＜略＞ ＜略＞ 

７ 引当金の計上基準 ＜略＞ ＜略＞ 

８ リース取引の処理方法 ＜略＞ ＜略＞ 

９ ヘッジ会計の方法 ＜略＞ ＜略＞ 

10 キャッシュ・フロー計算 

書における資金の範囲 

＜略＞ ＜略＞ 

11 その他財務諸表作成の 

ための基本となる重要 

な事項 

＜略＞ ＜略＞ 
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Ｐ47 ページ目「【表示方法の変更】」 

【訂正前】 

【表示方法の変更】 

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) 

(貸借対照表) 

＜略＞ 

(貸借対照表) 

＜略＞ 

 

【訂正後】 

【表示方法の変更】 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

(貸借対照表) 

＜略＞ 

(貸借対照表) 

＜略＞ 
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Ｐ47 ページ目「(8)【個別財務諸表に関する注記事項】（損益計算書関係）」 

【訂正前】 

(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

※１ 他勘定振替の内容は次のとおりであります。 
＜略＞ 

※１ 他勘定振替の内容は次のとおりであります。 
＜略＞ 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は30.8％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は69.2％

であります。 

＜略＞ 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は25.5％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は74.5％

であります。 
＜略＞ 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 653千円

工具器具及び備品 4,089千円 

合計 4,743千円 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 186千円

工具器具及び備品 1,949千円 

合計 2,136千円 
※４ 減損損失 

 当社は以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

用途 種類 場所 

店舗 
 
 
 

建物 
工具器具及び
備品 
リース資産 

東京都渋谷区 
 
 
 

店舗 
 

工具器具及び
備品 

熊本県熊本市 
 

店舗 
 
 
 

建物 
工具器具及び
備品 
リース資産 

福岡県福岡市 
 
 
  

※４ 減損損失 

 当社は以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

用途 種類 場所 

店舗 
 
 
 

建物 
工具器具及び
備品 
リース資産 

愛知県名古屋
市 

店舗 
 
 
 

建物 
工具器具及び
備品 
リース資産 

大阪府大阪市 

店舗 
 
 

建物 
工具器具及び
備品 

大阪府大阪市 

店舗 
 
 
 

建物 
工具器具及び
備品 
リース資産 

埼玉県入間市 

店舗 
 
 
 

建物 
工具器具及び
備品 
リース資産 

宮城県仙台市 

店舗 建物 
工具器具及び
備品 

福岡県福岡市 

店舗 
 
 
 

建物 
工具器具及び
備品 
リース資産 

兵庫県神戸市 

店舗 長期前払費用 
リース資産 

東京都新宿区 

 
(1) 資産のグルーピング 

＜略＞ 

(1) 資産のグルーピング 

＜略＞ 

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

＜略＞ 

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

＜略＞ 

(3) 減損損失の内訳 

建物 1,403千円

工具器具及び備品 4,021千円

リース資産 1,367千円 

(3) 減損損失の内訳 

建物 40,173千円

工具器具及び備品 16,632千円

リース資産 6,126千円

長期前払費用 9,684千円 
(4) 回収可能価額の算定方法 

＜略＞ 

(4) 回収可能価額の算定方法 

＜略＞ 
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【訂正後】 

(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

※１ 他勘定振替の内容は次のとおりであります。 
＜略＞ 

※１ 他勘定振替の内容は次のとおりであります。 
＜略＞ 

―――――――― 

 

 

※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額は次のとおりであります。 

   売上原価             11,019千円 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は30.8％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は69.2％

であります。 

＜略＞ 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は25.5％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は74.5％

であります。 
＜略＞ 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 653千円

工具、器具及び備品 4,089千円 

合計 4,743千円 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品 186千円

ソフトウエア 1,949千円 

合計 2,136千円 
※５ 減損損失 

 当社は以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

用途 種類 場所 

店舗 
 
 
 

建物 
工具、器具及び
備品 
リース資産 

東京都渋谷区 
 
 
 

店舗 
 

工具、器具及び
備品 

熊本県熊本市 
 

店舗 
 
 
 

建物 
工具、器具及び
備品 
リース資産 

福岡県福岡市 
 
 
  

※５ 減損損失 

 当社は以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

用途 種類 場所 

店舗 
 
 
 

建物 
工具、器具及
び備品 
リース資産 

愛知県名古屋
市 

店舗 
 
 
 

建物 
工具、器具及
び備品 
リース資産 

大阪府大阪市 

店舗 
 
 

建物 
工具、器具及
び備品 

大阪府大阪市 

店舗 
 
 
 

建物 
工具、器具及
び備品 
リース資産 

埼玉県入間市 

店舗 
 
 
 

建物 
工具、器具及
び備品 
リース資産 

宮城県仙台市 

店舗 建物 
工具、器具及
び備品 

福岡県福岡市 

店舗 
 
 
 

建物 
工具、器具及
び備品 
リース資産 

兵庫県神戸市 

店舗 長期前払費用 
リース資産 

東京都新宿区 

 
(1) 資産のグルーピング 

＜略＞ 

(1) 資産のグルーピング 

＜略＞ 

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

＜略＞ 

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

＜略＞ 

(3) 減損損失の内訳 

建物 1,403千円

工具、器具及び備品 4,021千円

リース資産 1,367千円 

(3) 減損損失の内訳 

建物 40,173千円

工具、器具及び備品 16,632千円

リース資産 6,126千円

長期前払費用 9,684千円 
(4) 回収可能価額の算定方法 

＜略＞ 

(4) 回収可能価額の算定方法 

＜略＞ 
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Ｐ50 ページ目「(8)【個別財務諸表に関する注記事項】（リース取引関係）」 

【訂正前】 

(リース取引関係) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 
 

 ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（1）リース資産の内容 

 ① 有形固定資産 

車両であります。 

 

【訂正後】 

(リース取引関係) 
前事業年度 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 
 

 ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（1）リース資産の内容 

 ① 有形固定資産 

車両並びに工具、器具及び備品であります。 

 

 

以 上 

 


