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      T E L  0 6 - 6 3 3 0 - 7 8 7 8（代表）

 

（訂正）「平成21年７月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成21年９月14日に公表いたしました「平成21年７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、下記の通りお知らせいたします。本訂正において、売上高、営業損失、経常損失、当

期純損失、総資産、純資産の数値についての訂正はございません。 

なお、訂正箇所には＿＿を付しております。 

 

記 

 

４．連結財務諸表 

 （１）連結貸借対照表 

【訂正前】 

（単位：千円）

   
前連結会計年度 

(平成20年７月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年７月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 22,473 93,643

  短期借入金 300,000 1,080,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※1 537,908 ※1 370,388

  未払法人税等 18,456 16,044

  賞与引当金 5,911 4,198

  事業整理損失引当金 － 116,138

  未払金 107,720 75,807

  その他 135,746 41,352

  流動負債合計 1,128,216 1,797,573

 固定負債 

  長期借入金 342,078 ※1 239,195

  繰延税金負債 419,941 24,575

  その他 114,930 81,390

  固定負債合計 876,949 345,160

 負債合計 2,005,166 2,142,733

純資産の部 

 株主資本   

  資本金 4,629,502 791,494

  資本剰余金 － 250,000



 

【訂正後】 

  利益剰余金 △4,574,394 △850,900

  自己株式 △481 △481

  株主資本合計 54,627 190,113

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,129 36,863

  評価・換算差額等合計 1,129 36,863

 新株予約権 － 399

 純資産合計 55,757 227,375

負債純資産合計 2,060,923 2,370,109

（単位：千円）

   
前連結会計年度 

(平成20年７月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年７月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 22,473 93,643

  短期借入金 300,000 50,000

  関係会社短期借入金 － 1,030,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※1 537,908 ※1 370,388

  未払法人税等 18,456 16,044

  賞与引当金 5,911 4,198

  事業整理損失引当金 － 116,138

  未払金 107,720 75,807

  その他 135,746 41,352

  流動負債合計 1,128,216 1,797,573

 固定負債 

  長期借入金 342,078 ※1 239,195

  繰延税金負債 419,941 24,575

  その他 114,930 81,390

  固定負債合計 876,949 345,160

 負債合計 2,005,166 2,142,733

純資産の部 

 株主資本   

  資本金 4,629,502 1,131,494

  資本剰余金 － 250,000

  利益剰余金 △4,574,394 △1,190,900

  自己株式 △481 △481

  株主資本合計 54,627 190,113

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,129 36,863



 

 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

（単位：千円）

    

前連結会計年度 

(自 平成19年８月１日 

至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年８月１日 

至 平成21年７月31日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 4,629,502 4,629,502

  当期変動額 

   新株の発行 － 402,663

   減資 － △4,240,671

   当期変動額合計 － △3,838,008

  当期末残高 4,629,502 791,494

 資本剰余金 

  前期末残高 4,725,534 －

  当期変動額 

   新株の発行 － 402,663

   資本剰余金取崩 △4,725,534 △152,663

   当期変動額合計 △4,725,534 250,000

  当期末残高 － 250,000

 利益剰余金 

  前期末残高 △5,799,079 △4,574,394

  当期変動額 

   減資 － 4,240,671

   資本剰余金取崩 4,725,534 152,663

   当期純損失（△） △3,500,628 △669,841

   自己株式の消却 △221 －

   当期変動額合計 1,224,685 3,723,493

  当期末残高 △4,574,394 △850,900

 自己株式 

  前期末残高 △702 △481

  当期変動額 

   自己株式の消却 221 －

   当期変動額合計 221 －

  評価・換算差額等合計 1,129 36,863

 新株予約権 － 399

 純資産合計 55,757 227,375

負債純資産合計 2,060,923 2,370,109



  当期末残高 △481 △481

 株主資本合計 

  前期末残高 3,555,255 54,627

  当期変動額 

   新株の発行 － 805,326

   資本剰余金取崩 － －

   当期純損失（△） △3,500,628 △669,841

   自己株式の消却 － －

   当期変動額合計 △3,500,628 135,485

  当期末残高 54,627 190,113

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △20,941 1,129

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 35,733

   当期変動額合計 22,071 35,733

  当期末残高 1,129 36,863

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △20,941 1,129

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 35,733

   当期変動額合計 22,071 35,733

  当期末残高 1,129 36,863

新株予約権 

 前期末残高  －

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 399

  当期変動額合計 － 399

 当期末残高 － 399

純資産合計 

 前期末残高 3,534,314 55,757

 当期変動額 

  新株の発行 － 805,326

  資本剰余金取崩 － －

  当期純損失（△） △3,500,628 △669,841

  自己株式の消却 － －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 36,132

  当期変動額合計 △3,478,556 171,618

 当期末残高 55,757 227,375

 

 



【訂正後】 

（単位：千円）

    

前連結会計年度 

(自 平成19年８月１日 

至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年８月１日 

至 平成21年７月31日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 4,629,502 4,629,502

  当期変動額 

   新株の発行 － 402,663

   資本金から剰余金への振替 － △3,900,671

   当期変動額合計 － △3,498,008

  当期末残高 4,629,502 1,131,494

 資本剰余金 

  前期末残高 4,725,534 －

  当期変動額 

   新株の発行 － 402,663

   資本金から剰余金への振替 － 3,900,671

   資本剰余金から利益剰余金への振替 △4,725,534 △4,053,335

   当期変動額合計 △4,725,534 250,000

  当期末残高 － 250,000

 利益剰余金 

  前期末残高 △5,799,079 △4,574,394

  当期変動額 

   資本剰余金から利益剰余金への振替 4,725,534 4,053,335

   当期純損失（△） △3,500,628 △669,841

   自己株式の消却 △221 －

   当期変動額合計 1,224,685 3,383,493

  当期末残高 △4,574,394 △1,190,900

 自己株式 

  前期末残高 △702 △481

  当期変動額 

   自己株式の消却 221 －

   当期変動額合計 221 －

  当期末残高 △481 △481

 株主資本合計 

  前期末残高 3,555,255 54,627

  当期変動額 

   新株の発行 － 805,326

   資本金から剰余金への振替 － －

   資本剰余金から利益剰余金への振替 － －



   当期純損失（△） △3,500,628 △669,841

   自己株式の消却 － －

   当期変動額合計 △3,500,628 135,485

  当期末残高 54,627 190,113

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △20,941 1,129

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 35,733

   当期変動額合計 22,071 35,733

  当期末残高 1,129 36,863

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △20,941 1,129

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 35,733

   当期変動額合計 22,071 35,733

  当期末残高 1,129 36,863

新株予約権 

 前期末残高 － －

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 399

  当期変動額合計 － 399

 当期末残高 － 399

純資産合計 

 前期末残高 3,534,314 55,757

 当期変動額 

  新株の発行 － 805,326

  資本金から剰余金への振替 － －

  資本剰余金から利益剰余金への振替 － －

  当期純損失（△） △3,500,628 △669,841

  自己株式の消却 － －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 36,132

  当期変動額合計 △3,478,556 171,618

 当期末残高 55,757 227,375

 

 

 

 

 

 

 

 



５．個別財務諸表 

 （２）損益計算書 

【訂正前】 

（単位：千円）

  

前事業年度 

(自 平成19年８月１日 

至 平成20年７月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年８月１日 

至 平成21年７月31日) 

特別利益 

 投資有価証券売却益 9,060 3,060

 貸倒引当金戻入額 － 3,783

 遅延損害金等 1,539 879

 特別利益合計 10,599 7,724

 

【訂正後】 

（単位：千円）

  

前事業年度 

(自 平成19年８月１日 

至 平成20年７月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年８月１日 

至 平成21年７月31日) 

特別利益 

 投資有価証券売却益 9,060 3,060

 貸倒引当金戻入額 － 3,783

 遅延損害金等 1,539 －

 前期損益修正益 － 879

 特別利益合計 10,599 7,724

 

 

 （３）株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

（単位：千円）

     

前事業年度 

(自 平成19年８月１日 

至 平成20年７月31日)

当事業年度 

(自 平成20年８月１日 

至 平成21年７月31日) 

株主資本   

 資本金   

  前期末残高 4,629,502 4,629,502

  当期変動額  

   新株の発行 － 402,663

   減資 － △3,900,671

   当期変動額合計 － △3,498,008

  当期末残高 4,629,502 1,131,494

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 4,725,534 －



   当期変動額  

    新株の発行 － 402,663

    資本準備金の取崩 △4,725,534 △152,663

    当期変動額合計 △4,725,534 250,000

   当期末残高 － 250,000

  資本剰余金合計  

   前期末残高 4,725,534 －

   当期変動額  

    新株の発行 － 402,663

    資本準備金の取崩 △4,725,534 △152,663

    当期変動額合計 △4,725,534 250,000

   当期末残高 － 250,000

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 2,553 －

   当期変動額  

    利益準備金の取崩 △2,553 －

    当期変動額合計 △2,553 －

   当期末残高 － －

  その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 △5,773,323 △4,053,335

    当期変動額  

    減資 － 3,900,671

    資本準備金の取崩 4,725,534 152,633

    利益準備金の取崩 2,553 －

    当期純損失（△） △3,007,878 △1,285,799

    自己株式の消却 △221 －

    当期変動額合計 1,719,988 2,767,535

    当期末残高 △4,053,335 △1,285,799

  利益剰余金合計  

   前期末残高 △5,770,769 △4,053,335

   当期変動額  

    減資 － 3,900,671

    資本準備金の取崩 4,725,534 152,663

    当期純損失（△） △3,007,878 △1,285,799

    自己株式の消却 △221 －

    当期変動額合計 1,717,434 2,767,535

   当期末残高 △4,053,335 △1,285,799

 自己株式  

  前期末残高 △702 △481



  当期変動額  

   自己株式の消却 221 －

   当期変動額合計 221 －

  当期末残高 △481 △481

 株主資本合計  

  前期末残高 3,583,565 575,686

  当期変動額  

   新株の発行 － 805,326

   減資 － －

   資本準備金の取崩 － －

   当期純損失（△） △3,007,878 △1,285,799

   自己株式の消却 － －

   当期変動額合計 △3,007,878 △480,472

  当期末残高 575,686 95,214

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 △20,941 1,129

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 35,733

   当期変動額合計 22,071 35,733

  当期末残高 1,129 36,863

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 △20,941 1,129

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 35,733

   当期変動額合計 22,071 35,733

  当期末残高 1,129 36,863

新株予約権  

 前期末残高 － －

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 399

  当期変動額合計 － 399

 当期末残高 － 399

純資産合計  

 前期末残高 3,562,624 576,816

 当期変動額  

  新株の発行 － 805,326

  資本準備金の取崩 － －

  当期純損失（△） △3,007,878 △1,285,799

  自己株式の消却 － －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 36,132



  当期変動額合計 △2,985,807 △444,339

 当期末残高 576,816 132,476

 

【訂正後】 

（単位：千円）

     

前事業年度 

(自 平成19年８月１日 

至 平成20年７月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年８月１日 

至 平成21年７月31日) 

株主資本   

 資本金   

  前期末残高 4,629,502 4,629,502

  当期変動額 

   新株の発行 － 402,663

   資本金から剰余金への振替 － △3,900,671

   当期変動額合計 － △3,498,008

  当期末残高 4,629,502 1,131,494

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 4,725,534 －

   当期変動額 

    新株の発行 － 402,663

    準備金から剰余金への振替 △4,725,534 △152,663

    当期変動額合計 △4,725,534 250,000

   当期末残高 － 250,000

  その他資本剰余金 

   前期末残高 － －

   当期変動額 

    資本金から剰余金への振替 － 3,900,671

    準備金から剰余金への振替 4,725,534 152,663

    資本剰余金から利益剰余金への振替 △4,725,534 △4,053,335

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 － －

  資本剰余金合計 

   前期末残高 4,725,534 －

   当期変動額 

    新株の発行 － 402,663

    資本金から剰余金への振替 － 3,900,671

    準備金から剰余金への振替 － －

    資本剰余金から利益剰余金への振替 △4,725,534 △4,053,335

    当期変動額合計 △4,725,534 250,000

   当期末残高 － 250,000



 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 2,553 －

   当期変動額 

    利益準備金の取崩 △2,553 －

    当期変動額合計 △2,553 －

   当期末残高 － －

  その他利益剰余金 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 △5,773,323 △4,053,335

    当期変動額 

    資本剰余金から利益剰余金への振替 4,725,534 4,053,335

    利益準備金の取崩 2,553 －

    当期純損失（△） △3,007,878 △1,285,799

    自己株式の消却 △221 －

    当期変動額合計 1,719,988 2,767,535

    当期末残高 △4,053,335 △1,285,799

  利益剰余金合計 

   前期末残高 △5,770,769 △4,053,335

   当期変動額 

    資本剰余金から利益剰余金への振替 4,725,534 4,053,335

    利益準備金の取崩 － －

    当期純損失（△） △3,007,878 △1,285,799

    自己株式の消却 △221 －

    当期変動額合計 1,717,434 2,767,535

   当期末残高 △4,053,335 △1,285,799

 自己株式 

  前期末残高 △702 △481

  当期変動額 

   自己株式の消却 221 －

   当期変動額合計 221 －

  当期末残高 △481 △481

 株主資本合計 

  前期末残高 3,583,565 575,686

  当期変動額 

   新株の発行 － 805,326

   資本金から剰余金への振替 － －

   準備金から剰余金への振替 － －

   資本剰余金から利益剰余金への振替 － －

   利益準備金の取崩 － －

   当期純損失（△） △3,007,878 △1,285,799



   自己株式の消却 － －

   当期変動額合計 △3,007,878 △480,472

  当期末残高 575,686 95,214

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △20,941 1,129

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 35,733

   当期変動額合計 22,071 35,733

  当期末残高 1,129 36,863

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △20,941 1,129

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 35,733

   当期変動額合計 22,071 35,733

  当期末残高 1,129 36,863

新株予約権 

 前期末残高 － －

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 399

  当期変動額合計 － 399

 当期末残高 － 399

純資産合計 

 前期末残高 3,562,624 576,816

 当期変動額 

  新株の発行 － 805,326

  資本金から剰余金への振替 － －

  準備金から剰余金への振替 － －

  資本剰余金から利益剰余金への振替 － －

  利益準備金の取崩 － －

  当期純損失（△） △3,007,878 △1,285,799

  自己株式の消却 － －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,071 36,132

  当期変動額合計 △2,985,807 △444,339

 当期末残高 576,816 132,476

 

 

以上 


