
 

 

平成 21 年９月 11 日 

各  位 

会 社 名 ゴールドパック株式会社 

代表者名 代表取締役社長 村上 豊 

（ＪＡＳＤＡＱコード ２５８９） 

問合せ先 取締役兼常務執行役員 菅澤 正嗣 

電話番号 03-3780-5648 

 

（修正・数値データ修正あり）「平成 22 年１月期 第１四半期決算短信（非連結）」の修正につ

いて 

 

 平成 21 年６月 15 日に発表いたしました「平成 22 年１月期 第１四半期決算短信（非連結）」につ

いて、下記理由により修正することといたしました。なお、修正箇所には＿が付してあります。 

 

記 

【修正理由】 

 平成 22 年１月期 第１四半期 貸借対照表において、負債の部「流動負債」の賞与引当金勘定等

について、適正値に修正いたしました。 

これにより、当第１四半期の営業利益、経常利益、四半期純利益がそれぞれ増加しております。 

 

【修正箇所】 

[1 ページ] 
 
１．平成22年１月期第１四半期の業績（平成21年２月１日～平成21年４月30日） 
（1） 経営成績（累計） 
【修正前】                                （％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 
 
22年１月期第１四半期 
21年１月期第１四半期 

百万円 

7,616 
9,427 

％

― 
△7.8

百万円

△79
67

％

― 
△75.1

百万円

△115
29

％ 
―  

△87.4 

百万円

△68
11

％

― 
△91.8

 

 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 
 
22年１月期第１四半期 
21年１月期第１四半期 

円 銭

△22.67
3.67

円 銭

― 
― 

 
 
【修正後】                                （％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 
 
22年１月期第１四半期 
21年１月期第１四半期 

百万円 
7,616 
9,427 

％

― 
△7.8

百万円

△57
67

％

― 
△75.1

百万円

△93
29

％ 
―  

△87.4 

百万円

△28
11

％

― 
△91.8

 

 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 
 
22年１月期第１四半期 
21年１月期第１四半期 

円 銭

△9.29
3.67

円 銭

― 
― 
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 (2) 財政状態 
【修正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
22年１月期第１四半期 

21年１月期 

百万円

24,284
24,610

百万円

9,461
9,531

％ 
39.0 
38.7 

円 銭

3,127.07
3,150.28

（参考）自己資本   22 年 1 月期第１四半期 9,461 百万円   21 年 1 月期 9,531 百万 
 
 
【修正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
22年１月期第１四半期 

21年１月期 

百万円

24,257
24,610

百万円

9,501
9,531

％ 
39.2 
38.7 

円 銭

3,140.44
3,150.28

（参考）自己資本   22 年 1 月期第１四半期 9,501 百万円   21 年 1 月期 9,531 百万 
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[３ページ] 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

【修正前】 

《中略》  

これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高7,616百万円（前年同期比19.2％減）、営業損失79百万

円（前年同期は営業利益67百万円）、経常損失115百万円（前年同期は経常利益29百万円）、四半期純損失68百万

円（前年同期は四半期純利益11百万円）となりました。 

《以下略》 

 

【修正後】 

《中略》  

これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高7,616百万円（前年同期比19.2％減）、営業損失57百万

円（前年同期は営業利益67百万円）、経常損失93百万円（前年同期は経常利益29百万円）、四半期純損失28百万円

（前年同期は四半期純利益11百万円）となりました。 

《以下略》 
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２．財政状態に関する定性的情報 

【修正前】 

当第１四半期会計期間末の総資産は、商品及び製品、原材料及び貯蔵品が増加しましたが、現金及び預金、受取

手形及び売掛金、有形固定資産が減少したため、前事業年度末と比較して325百万円減少し、24,284百万円となり

ました。 

負債は、短期借入金が500百万円増加しましたが、長期借入金の返済による385百万円の減少および買掛金の減少

などにより、前事業年度末と比較して255百万円減少し、14,823百万円となりました。 

純資産は、四半期純損失68百万円による利益剰余金68百万円の減少により、前事業年度末と比較して70百万円減

少し、9,461百万円となりました。  

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

261百万円減少し266百万円となりました。 

 

（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234百万円（前年同期は1百万円の支出）となりました。 

これは主に、税引前四半期純損失112百万円に減価償却費289百万円、売上債権の減少額715百万円等による増加、

仕入債務の減少額276百万円、たな卸資産の増加額787百万円等による減少を調整したものであります。  

《以下略》 

 

【修正後】 

当第１四半期会計期間末の総資産は、商品及び製品、原材料及び貯蔵品が増加しましたが、現金及び預金、受取

手形及び売掛金、有形固定資産が減少したため、前事業年度末と比較して352百万円減少し、24,257百万円となり

ました。 

負債は、短期借入金が500百万円増加しましたが、長期借入金の返済による385百万円の減少および買掛金の減少

などにより、前事業年度末と比較して323百万円減少し、14,755百万円となりました。 

純資産は、四半期純損失28百万円による利益剰余金28百万円の減少により、前事業年度末と比較して29百万円減

少し、9,501百万円となりました。  

 
（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

261百万円減少し266百万円となりました。 

 

（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234百万円（前年同期は1百万円の支出）となりました。 

これは主に、税引前四半期純損失44百万円に減価償却費289百万円、売上債権の減少額715百万円等による増加、

仕入債務の減少額276百万円、たな卸資産の増加額787百万円等による減少を調整したものであります。  

《以下略》 
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[５～６ページ] 
５．四半期財務諸表 

（１） 四半期貸借対照表 
【修正前】 

  （単位：千円）

 

 
当第１四半期会計期間末 
（平成 21 年４月 30 日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成 21 年１月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 266,443 527,924

  受取手形及び売掛金 6,225,876 6,942,324

  商品及び製品 2,091,281 1,500,128

  原材料及び貯蔵品 934,316 737,662

  その他 303,454 315,078

  貸倒引当金 △2,500 △3,500

  流動資産合計 9,818,871 10,019,619

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物（純額） 3,659,372 3,722,732

   機械及び装置（純額） 3,232,649 3,283,809

   土地 6,359,703 6,359,703

   建設仮勘定 7,268 3,948

   その他（純額） 398,178 404,311

   有形固定資産合計 13,657,172 13,774,505

  無形固定資産 264,772 270,059

  投資その他の資産 

   その他 567,761 569,588

   貸倒引当金 △23,780 △23,570

   投資その他の資産合計 543,981 546,018

  固定資産合計 14,465,926 14,590,582

 資産合計 24,284,798 24,610,202

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 5,155,200 5,431,741

  短期借入金 1,000,000 500,000

  １年内返済予定の長期借入金 5,339,000 1,344,000

  未払法人税等 8,101 6,330

  賞与引当金 276,548 159,013

  その他 1,216,662 1,438,261

  流動負債合計 12,995,512 8,879,346

 固定負債 

  長期借入金 1,679,000 6,059,000

  引当金 136,292 140,628

  その他 12,989 ―

  固定負債合計 1,828,281 6,199,628

 負債合計 14,823,793 15,078,975
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  （単位：千円）

 

 
当第１四半期会計期間末 
（平成 21 年４月 30 日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成 21 年１月 31 日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 303,000 303,000

  資本剰余金 1,200,231 1,200,231

  利益剰余金 8,824,328 8,892,904

  自己株式 △909,091 △909,091

  株主資本合計 9,418,468 9,487,045

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 42,536 44,181

  評価・換算差額等合計 42,536 44,181

 純資産合計 9,461,004 9,531,226

負債純資産合計 24,284,798 24,610,202
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【修正後】 

  （単位：千円）

 

 
当第１四半期会計期間末 
（平成 21 年４月 30 日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成 21 年１月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 266,443 527,924

  受取手形及び売掛金 6,225,876 6,942,324

  商品及び製品 2,091,281 1,500,128

  原材料及び貯蔵品 934,316 737,662

  その他 276,016 315,078

  貸倒引当金 △2,500 △3,500

  流動資産合計 9,791,433 10,019,619

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物（純額） 3,659,372 3,722,732

   機械及び装置（純額） 3,232,649 3,283,809

   土地 6,359,703 6,359,703

   建設仮勘定 7,268 3,948

   その他（純額） 398,178 404,311

   有形固定資産合計 13,657,172 13,774,505

  無形固定資産 264,772 270,059

  投資その他の資産 

   その他 567,761 569,588

   貸倒引当金 △23,780 △23,570

   投資その他の資産合計 543,981 546,018

  固定資産合計 14,465,926 14,590,582

 資産合計 24,257,360 24,610,202

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 5,155,200 5,431,741

  短期借入金 1,000,000 500,000

  １年内返済予定の長期借入金 5,339,000 1,344,000

  未払法人税等 8,102 6,330

  賞与引当金 217,256 159,013

  その他 1,208,038 1,438,261

  流動負債合計 12,927,597 8,879,346

 固定負債 

  長期借入金 1,679,000 6,059,000

  引当金 136,292 140,628

  その他 12,989 ―

  固定負債合計 1,828,281 6,199,628

 負債合計 14,755,878 15,078,975

 

 

 

-　7　-



 

  （単位：千円）

 

 
当第１四半期会計期間末 
（平成 21 年４月 30 日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成 21 年１月 31 日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 303,000 303,000

  資本剰余金 1,200,231 1,200,231

  利益剰余金 8,864,805 8,892,904

  自己株式 △909,091 △909,091

  株主資本合計 9,458,945 9,487,045

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 42,536 44,181

  評価・換算差額等合計 42,536 44,181

 純資産合計 9,501,481 9,531,226

負債純資産合計 24,257,360 24,610,202
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[７ページ] 
（２） 四半期損益計算書 
 （第１四半期累計期間） 

【修正前】 

 （単位：千円）

 

当第１四半期累計期間 
（自 平成 21 年２月 １日
 至 平成 21年４月 30日）

売上高 7,616.683

売上原価 6,917,484

売上総利益 699,199

販売費及び一般管理費 779,079

営業損失（△） △79,880

営業外収益 

 受取利息 402

 受取配当金 300

 保険配当金 2,129

 その他 2,237

 営業外収益合計 5,070

営業外費用 

 支払利息 37,860

 その他 2,729

 営業外費用合計 40,589

経常損失（△） △115,400

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 1,000

 役員退職慰労引当金戻入額 2,701

 特別利益合計 3,701

特別損失 

 固定資産除却損 12

 ゴルフ会員権評価損 775

 特別損失合計 787

税引前四半期純損失（△） △112,487

法人税等 △43,910

四半期純損失（△） △68,576
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【修正後】 

 （単位：千円）

 

当第１四半期累計期間 
（自 平成 21 年２月 １日
 至 平成 21年４月 30日）

売上高 7,616.683

売上原価 6,901,050

売上総利益 715,632

販売費及び一般管理費 773,168

営業損失（△） △57,535

営業外収益 

 受取利息 402

 受取配当金 300

 保険配当金 2,129

 その他 2,237

 営業外収益合計 5,070

営業外費用 

 支払利息 37,860

 その他 2,729

 営業外費用合計 40,589

経常損失（△） △93,055

特別利益 

 賞与引当金戻入額 39,753

 その他 9,519

 特別利益合計 49,272

特別損失 

 固定資産除却損 12

 ゴルフ会員権評価損 775

 特別損失合計 787

税引前四半期純損失（△） △44,571

法人税等 △16,471

四半期純損失（△） △28,099
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[８ページ] 
（３） 四半期キャッシュ・フロー計算書 

【修正前】 

 （単位：千円）

 

当第１四半期累計期間 
（自 平成 21 年２月 １日
 至 平成 21年４月 30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純損失（△） △112,487

 減価償却費 289,332

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 210

 賞与引当金の増減額（△は減少） 117,535

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,097

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,239

 受取利息及び受取配当金 △702

 支払利息 37,860

 固定資産除却損 12

 ゴルフ会員権評価損 775

 売上債権の増減額（△は増加） 715,448

 たな卸資産の増減額（△は増加） △787,806

 仕入債務の増減額（△は減少） △276,541

 未払消費税等の増減額（△は減少） △85,714

 その他 △69,076

 小計 △175,491

 利息及び配当金の受取額 702

 利息の支払額 △58,532

 法人税等の支払額 △1,267

 営業活動によるキャッシュ・フロー △234,589

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 △105,394

 無形固定資産の取得による支出 △35,598

 投資有価証券の取得による支出 △450

 投資活動によるキャッシュ・フロー △141,444

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） 500,000

 長期借入金の返済による支出 △385,000

 その他 △447

 財務活動によるキャッシュ・フロー 114,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △261,481

現金及び現金同等物の期首残高 527,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 266,443
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【修正後】 

 （単位：千円）

 

当第１四半期累計期間 
（自 平成 21 年２月 １日
 至 平成 21年４月 30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純損失（△） △44,571

 減価償却費 289,332

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 210

 賞与引当金の増減額（△は減少） 58,243

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,097

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,239

 受取利息及び受取配当金 △702

 支払利息 37,860

 固定資産除却損 12

 ゴルフ会員権評価損 775

 売上債権の増減額（△は増加） 715,448

 たな卸資産の増減額（△は増加） △787,806

 仕入債務の増減額（△は減少） △276,541

 未払消費税等の増減額（△は減少） △85,714

 その他 △77,700

 小計 △175,491

 利息及び配当金の受取額 702

 利息の支払額 △58,532

 法人税等の支払額 △1,267

 営業活動によるキャッシュ・フロー △234,589

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 △105,394

 無形固定資産の取得による支出 △35,598

 投資有価証券の取得による支出 △450

 投資活動によるキャッシュ・フロー △141,444

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） 500,000

 長期借入金の返済による支出 △385,000

 その他 △447

 財務活動によるキャッシュ・フロー 114,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △261,481

現金及び現金同等物の期首残高 527,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 266,443
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