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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11月16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）「平成21年6月期連結決算」の一部訂正ついて 

 

当社は、平成21年11月10日付「過年度決算の訂正について」及び平成21年11月12日付「過年度決算の訂正

に伴う影響額並びに役員報酬減額に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、会計処理の誤

りが判明したことに伴い、過年度決算を訂正することを決定し、訂正作業を進めておりましたが、今般、訂

正内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、別添正誤表に下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１． 訂正を行う決算短信の概要 

決算期：平成21年6月期(自平成20年7月1日 至平成21年6月30日) 

公表日：平成21年8月11日及び平成21年9月2日 

以 上 



 2 

Ｐ１ページ目「(1)連結経営成績」 

【訂正前】 

(1) 連結経営成績  
 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6月期 4,393 － △229 － △377 － △304 － 
20年6月期 － － － － － － － － 

 

 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6月期 △496 88 － － △48.5 △14.1 △5.2 
20年6月期  － － － － － － － 

(参考) 持分法投資損益 21年6月期 －百万円 20年6月期 －百万円
（注）当連結会計年度より連結財務諸表の作成を始めたため、前連結会計年度は記載しておりません。 

 

【訂正後】 

(1) 連結経営成績  
 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6月期 4,393 － △206 － △354 － △311 － 
20年6月期 － － － － － － － － 

 

 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6月期 △509 43 － － △55.2 △13.6 △4.7 
20年6月期  － － － － － － － 

(参考) 持分法投資損益 21年6月期 －百万円 20年6月期 －百万円
（注）当連結会計年度より連結財務諸表の作成を始めたため、前連結会計年度は記載しておりません。 

 

Ｐ１ページ目「(2)連結財政状態」 

【訂正前】 

(2) 連結財政状態  
 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 

21年6月期 2,876 495 16.5 795 43 
20年6月期 － － － － － 

(参考) 自己資本 21年6月期 474百万円 20年6月期 －百万円
（注）当連結会計年度より連結財務諸表の作成を始めたため、前連結会計年度は記載しておりません。 

 

【訂正後】 

(2) 連結財政状態  
 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 

21年6月期 2,810 428 14.5 683 97 
20年6月期 － － － － － 

(参考) 自己資本 21年6月期 407百万円 20年6月期 －百万円
（注）当連結会計年度より連結財務諸表の作成を始めたため、前連結会計年度は記載しておりません。 
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Ｐ２ページ目「(1)個別経営成績」 

【訂正前】 

(参考) 個別業績の概要 

1. 21年 6月期の個別業績（平成 20年 7月 1日～平成 21年 6月 30日） 

(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6月期 4,393 △4.5 △219 － △366 － △293 － 
20年6月期 4,601 40.9  318 116.5 268 74.6 130 315.2 

 

 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6月期 △479 86 － － 
20年6月期 219 93 － － 

 

【訂正後】 

(参考) 個別業績の概要 

1. 21年 6月期の個別業績（平成 20年 7月 1日～平成 21年 6月 30日） 

(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6月期 4,393 △4.5 △196 － △344 － △301 － 
20年6月期 4,601 40.9 320 170.5 253 109.3 122 1,094.2 

 

 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6月期 △492 41 － － 
20年6月期 207 38 － － 

 

 

Ｐ２ページ目「(2)個別財政状態」 

【訂正前】 

(2) 個別財政状態 

 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 

21年6月期 2,883 505 16.8 812 91 

20年6月期 2,468 782 31.6 1,317 57  
(参考) 自己資本 21年6月期 484百万円 20年6月期 780百万円

 

【訂正後】 

(2) 個別財政状態 

 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 

21年6月期 2,817 439 14.8 701 45 

20年6月期 2,409 723 29.9 1,218 33  
(参考) 自己資本 21年6月期 418百万円 20年6月期 721百万円

 



 4 

Ｐ３ページ目「① 当連結会計年度の経営成績」 

【訂正前】 

① 当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した世界経済の減速を背景に、企

業収益が落ち込み、雇用環境や個人消費の悪化が見られ、景気後退が一層顕著になってまいりました。 

当社グループはこうした環境のもと、デザイン性や独自性の高いライフスタイル商品の企画・開発

力を強みとして、それらを個性的な生活空間を求める生活者に対して、インテリアショップ等の専門

店や直営店・Ｅコマースなど多様な販売チャネルを通じて提案していくことにより、差別化された事

業基盤を確立・拡大させることに取り組んでまいりました。 

品種別の販売実績としては、外部デザイナーとのコラボレーションによる「TAKUMI」ブランド、イ

ンハウスデザイナーの開発する「YUEN'TO」ブランドなどが順調に推移したものの、オーガニック化粧

品ブランド「Agronatura」において一部製品の成分不表示が判明し、それに伴い自主回収を行ったこ

と、また生産管理を見直したことにより、年末から新生活シーズンへと続く需要期に製品の供給が十

分行えず、当該ブランドに関する売上高が計画を下回りました。 

販売形態別の販売実績としては、これまで順調に拡大してきた主力の製造卸売事業において上記の

「Agronatura」ブランドの影響により売上高が計画を下回りました。また、小売事業は、平成20年８

月に「Agronatura」仙台パルコ店(宮城県仙台市)、平成 20 年９月に「Agronatura」ルミネ新宿店(東

京都新宿区)、平成 20年 11 月に「Idea Seventh Sense」キャナルシティ博多店(福岡市博多区)、アウ

トレット業態「Idea Outlet」三井アウトレットパークマリンピア神戸店(兵庫県神戸市)、平成 21年

４月に「Idea Seventh Sense」新宿マルイ店(東京都新宿区)、「WORDROBE TREE」新宿マルイ店(東京都

新宿区)と合計６店舗出店しましたが、製造卸売事業と同様、上記「Agronatura」ブランドの影響によ

り売上高が計画を下回りました。 

品目別売上につきましては、製造卸売事業が 3,171 百万円、小売事業が 1,195 百万円、その他の事

業が 25百万円となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、2,329 百万円となりました。その内訳は、販売費 595 百万

円、一般管理費が 1,733 百万円であります。この結果、229 百万円の営業損失となりました。 

営業外収益として補償金収入 14百万円があったものの、営業外費用として為替差損 44百万円、デ

リバティブ評価損 92百万円などがあったことにより、経常損失 377 百万円となりました。 

また、特別損失として減損損失 72 百万円などがあったことにより、税金等調整前当期純損失 450

百万円となりました。 

以上の結果、売上高は 4,393 百万円、営業損失は 229 百万円、経常損失は 377 百万円、当期純損失

は 304 百万円となりました。 

 

【訂正後】 

① 当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した世界経済の減速を背景に、企

業収益が落ち込み、雇用環境や個人消費の悪化が見られ、景気後退が一層顕著になってまいりました。 

当社グループはこうした環境のもと、デザイン性や独自性の高いライフスタイル商品の企画・開発

力を強みとして、それらを個性的な生活空間を求める生活者に対して、インテリアショップ等の専門

店や直営店・Ｅコマースなど多様な販売チャネルを通じて提案していくことにより、差別化された事

業基盤を確立・拡大させることに取り組んでまいりました。 

品種別の販売実績としては、外部デザイナーとのコラボレーションによる「TAKUMI」ブランド、イ

ンハウスデザイナーの開発する「YUEN'TO」ブランドなどが順調に推移したものの、オーガニック化粧

品ブランド「Agronatura」において一部製品の成分不表示が判明し、それに伴い自主回収を行ったこ

と、また生産管理を見直したことにより、年末から新生活シーズンへと続く需要期に製品の供給が十

分行えず、当該ブランドに関する売上高が計画を下回りました。 

販売形態別の販売実績としては、これまで順調に拡大してきた主力の製造卸売事業において上記の

「Agronatura」ブランドの影響により売上高が計画を下回りました。また、小売事業は、平成20年８

月に「Agronatura」仙台パルコ店(宮城県仙台市)、平成 20 年９月に「Agronatura」ルミネ新宿店(東
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京都新宿区)、平成 20年 11 月に「Idea Seventh Sense」キャナルシティ博多店(福岡市博多区)、アウ

トレット業態「Idea Outlet」三井アウトレットパークマリンピア神戸店(兵庫県神戸市)、平成 21年

４月に「Idea Seventh Sense」新宿マルイ店(東京都新宿区)、「WORDROBE TREE」新宿マルイ店(東京都

新宿区)と合計６店舗出店しましたが、製造卸売事業と同様、上記「Agronatura」ブランドの影響によ

り売上高が計画を下回りました。 

品目別売上につきましては、製造卸売事業が 3,171 百万円、小売事業が 1,195 百万円、その他の事

業が 25百万円となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、2,329 百万円となりました。その内訳は、販売費 595 百万

円、一般管理費が 1,733 百万円であります。この結果、206 百万円の営業損失となりました。 

営業外収益として補償金収入 14百万円があったものの、営業外費用として為替差損 44百万円、デ

リバティブ評価損 92百万円などがあったことにより、経常損失 354 百万円となりました。 

また、特別損失として減損損失 72 百万円などがあったことにより、税金等調整前当期純損失 427

百万円となりました。 

以上の結果、売上高は 4,393 百万円、営業損失は 206 百万円、経常損失は 354 百万円、当期純損失

は 311 百万円となりました。 
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Ｐ４ページ目「① 当連結会計年度末の資産、負債、純資産の状況 」 

【訂正前】 

① 当連結会計年度末の資産、負債、純資産の状況 

(流動資産) 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、2,251 百万円となりました。その主な内訳は、現

金及び預金 409 百万円、受取手形及び売掛金 467 百万円、商品及び製品 1,078 百万円等でありま

す。 

 

(固定資産) 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、624 百万円となりました。その主な内訳は、有形

固定資産 202 百万円、無形固定資産 56百万円、投資その他の資産 366 百万円であります。有形固

定資産の主な内訳は、建物 115 百万円、工具器具及び備品 52百万円等であります。無形固定資産

の主な内訳は、リース資産 17百万円等であります。投資その他の資産の主な内訳は、敷金及び保

証金 152 百万円、繰延税金資産137 百万円等であります。 

 

(流動負債) 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,086 百万円となりました。その主な内訳は、支

払手形及び買掛金 139 百万円、短期借入金 1,492 百万円、デリバティブ債務 161 百万円等であり

ます。 

 

(固定負債) 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、294 百万円となりました。その主な内訳は、長期

借入金 225 百万円等であります。 

 

(純資産) 

当連結会計年度末における純資産の残高は、495 百万円となりました。その内訳は、資本金 250

百万円、資本剰余金 188 百万円、利益剰余金 134 百万円、自己株式△62百万円の株主資本 510 百

万円、評価・換算差額等△36百万円、新株予約権 21百万円であります。 

 
【訂正後】 

① 当連結会計年度末の資産、負債、純資産の状況 

(流動資産) 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、2,175 百万円となりました。その主な内訳は、現

金及び預金 409 百万円、受取手形及び売掛金 467 百万円、商品及び製品 1,001 百万円等でありま

す。 

 

(固定資産) 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、635 百万円となりました。その主な内訳は、有形

固定資産 202 百万円、無形固定資産 56百万円、投資その他の資産 376 百万円であります。有形固

定資産の主な内訳は、建物 115 百万円、工具器具及び備品 52百万円等であります。無形固定資産

の主な内訳は、リース資産 17百万円等であります。投資その他の資産の主な内訳は、敷金及び保

証金 152 百万円、繰延税金資産147 百万円等であります。 

 

(流動負債) 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,086 百万円となりました。その主な内訳は、支

払手形及び買掛金 139 百万円、短期借入金 1,492 百万円、デリバティブ債務 161 百万円等であり

ます。 

 

(固定負債) 
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当連結会計年度末における固定負債の残高は、294 百万円となりました。その主な内訳は、長期

借入金 225 百万円等であります。 

 

(純資産) 

当連結会計年度末における純資産の残高は、428 百万円となりました。その内訳は、資本金 250

百万円、資本剰余金 188 百万円、利益剰余金 67 百万円、自己株式△62 百万円の株主資本 443 百

万円、評価・換算差額等△36百万円、新株予約権 21百万円であります。 

 

 

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。 

 

(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)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＞ 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 
平成17年６月

期 
平成18年６月

期 
平成19年６月

期 
平成20年６月

期 
平成21年６月

期 

自己資本比率 ― ― ― ― 16.5 

時価ベースの自己資本比率 ― ― ― ― 20.0 

キャッシュ・フロー対有利
子 
負債比率 

― ― ― ― ― 

インタレスト・カバレッ
ジ・ 
レシオ 

― ― ― ― ― 

・自己資本比率：自己資本/総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

・ インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

(注) ＜略> 
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【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(427 百万円)、たな卸資産の増加(134 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＞ 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 
平成17年６月

期 
平成18年６月

期 
平成19年６月

期 
平成20年６月

期 
平成21年６月

期 

自己資本比率 ― ― ― ― 14.5 

時価ベースの自己資本比率 ― ― ― ― 20.5 

キャッシュ・フロー対有利
子 
負債比率 

― ― ― ― ― 

インタレスト・カバレッ
ジ・ 
レシオ 

― ― ― ― ― 

・自己資本比率：自己資本/総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

・ インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

(注) ＜略> 
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Ｐ６ページ目「(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」 

【訂正前】 
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主に対する利益還元を重要課題の一つとして認識し、配当原資確保のための収益

力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。これらの剰

余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

当社は、将来の事業展開に備え安定した経営基盤を確立するため、内部留保に重点を置き経営体質・

財務体質の強化を図ってまいりました。しかしながら、当社では、業績動向、財政状態及び内部留保充

実の必要性等を勘案しつつ、安定的な配当を通じて株主への利益還元を図ることを検討する所存であり

ます。 

当連結会計年度の配当につきましては、当期純損失 304 百万円となりましたので、遺憾ながら無配と

させていただきます。 

 

【訂正後】 
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主に対する利益還元を重要課題の一つとして認識し、配当原資確保のための収益

力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。これらの剰

余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

当社は、将来の事業展開に備え安定した経営基盤を確立するため、内部留保に重点を置き経営体質・

財務体質の強化を図ってまいりました。しかしながら、当社では、業績動向、財政状態及び内部留保充

実の必要性等を勘案しつつ、安定的な配当を通じて株主への利益還元を図ることを検討する所存であり

ます。 

当連結会計年度の配当につきましては、当期純損失 311 百万円となりましたので、遺憾ながら無配と

させていただきます。 

 

 

Ｐ７ページ目「① 当社グループ事業について」 

【訂正前】 
① 当社グループ事業について 

ⅵ 借入金への依存について 

当社グループは、金融機関からの借入金によって運転資金を調達しており、総資産に対する有利

子負債の比率は平成 20年６月期末 40.6％、平成 21年６月期末 59.7％と高い水準にあります。当社

グループは今後も運転資金を借入金によって調達し続ける所存ですが、業績悪化による当社グルー

プ信用力の低下等により、万が一、従来通りの資金調達が困難となる場合には、当社グループの業

績及び事業に影響を及ぼす可能性があります。 

 

【訂正後】 

① 当社グループ事業について 

ⅵ 借入金への依存について 

当社グループは、金融機関からの借入金によって運転資金を調達しており、総資産に対する有利

子負債の比率は平成 20年６月期末 41.6％、平成 21年６月期末 61.1％と高い水準にあります。当社

グループは今後も運転資金を借入金によって調達し続ける所存ですが、業績悪化による当社グルー

プ信用力の低下等により、万が一、従来通りの資金調達が困難となる場合には、当社グループの業

績及び事業に影響を及ぼす可能性があります。 
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Ｐ15ページ目「４.【連結財務諸表】」 

【訂正前】 

(1)【連結貸借対照表】   

  (単位：千円) 

   
当連結会計年度 

(平成 21年６月 30日) 

資産の部   

  流動資産   

   現金及び預金  409,974 

   受取手形及び売掛金  467,862 

   商品及び製品  1,078,366 

   原材料及び貯蔵品  

繰延税金資産  

その他  

貸倒引当金  

605 

109,542 

189,827 

△4,386 

   流動資産合計  2,251,791 

  固定資産   

   有形固定資産   

    建物  193,745 

      減価償却累計額  △78,273 

      建物（純額）  115,472 

    工具、器具及び備品  167,477 

      減価償却累計額  △114,509 

      工具、器具及び備品（純額）  52,967 

    リース資産  12,003 

減価償却累計額  △1,428 

          リース資産（純額）  10,575 

    建設仮勘定  23,644 

    有形固定資産合計  202,659 

   無形固定資産   

     リース資産  17,703 

     その他  38,527 

無形固定資産合計  56,231 

   投資その他の資産  

     繰延税金資産  

     敷金及び保証金  

     その他  

     貸倒引当金  

 

137,487 

152,035 

115,731 

△39,213 

投資その他の資産合計  366,041 

   固定資産合計  624,932 

  資産合計  2,876,724 
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                              (単位：千円) 

   
当連結会計年度 

(平成 21年６月 30日) 

負債の部   

  流動負債   

   支払手形及び買掛金  139,520 

   短期借入金  1,492,024 

   リース債務  6,718 

   未払法人税等  4,171 

   返品調整引当金  7,200 

   販売促進引当金  

   デリバティブ債務  

   その他  

35,114 

161,287 

240,937 

   流動負債合計  2,086,973 

  固定負債   

   長期借入金  225,183 

   リース債務  22,820 

   役員退職慰労引当金  39,509 

   その他  7,157 

   固定負債合計  294,670 

  負債合計  2,381,644 

純資産の部   

  株主資本   

   資本金  250,412 

   資本剰余金  188,800 

   利益剰余金  

   自己株式  

134,074 

△62,901 

   株主資本合計  510,384 

  評価・換算差額等   

   繰延ヘッジ損益  △36,304 

   評価・換算差額等合計  △36,304 

  新株予約権  21,000 

  純資産合計  495,080 

負債純資産合計  2,876,724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 (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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 (3)【連結株主資本等変動計算書】   

  (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) 

株主資本   

 資本金  

  前期末残高  

  当期変動額  

 

184,000 

  

   新株の発行  66,412 

   当期変動額合計  66,412 

  当期末残高  250,412 

資本剰余金  

  前期末残高  

 

122,387 

  当期変動額   

   新株の発行  66,412 

   当期変動額合計  66,412 

  当期末残高  188,800 

利益剰余金  

  前期末残高  

  当期変動額  

   当期純損失（△）  

 

438,209 

 

△304,135 

   当期変動額合計  △304,135 

  当期末残高  134,074 

自己株式  

  前期末残高  

  当期変動額  

   自己株式の取得  

 

― 

 

△62,901 

   当期変動額合計  △62,901 

  当期末残高  △62,901 

 株主資本合計  

  前期末残高  

 

744,597 

  当期変動額   

   新株の発行  132,825 

   当期純損失（△）  △304,135 

   自己株式の取得  △62,901 

   当期変動額合計  △234,212 

  当期末残高  510,384 
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(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) 

評価・換算差額等   

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高  

  当期変動額  

 

35,405 

  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △71,710 

   当期変動額合計  △71,710 

  当期末残高  △36,304 

評価・換算差額等合計  

  前期末残高  

 

35,405 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △71,710 

   当期変動額合計  △71,710 

  当期末残高  △36,304 

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）  

 

2,737 

 

18,262 

  当期変動額合計  18,262 

  当期末残高  21,000 

純資産合計  

  前期末残高  

  当期変動額  

   新株の発行  

   当期純損失（△）  

   自己株式の取得  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

 

782,740 

 

132,825 

△304,135 

△62,901 

△53,448 

   当期変動額合計  △287,660 

  当期末残高  495,080 
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 (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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【訂正後】 

(1)【連結貸借対照表】   

  (単位：千円) 

   
当連結会計年度 

(平成 21年６月 30日) 

資産の部   

  流動資産   

   現金及び預金  409,974 

   受取手形及び売掛金  467,862 

   商品及び製品  1,001,639 

   原材料及び貯蔵品  

繰延税金資産  

その他  

貸倒引当金  

605 

109,542 

189,827 

△4,386 

   流動資産合計  2,175,064 

  固定資産   

   有形固定資産   

    建物  193,745 

      減価償却累計額  △78,273 

      建物（純額）  115,472 

    工具、器具及び備品  167,477 

      減価償却累計額  △114,509 

      工具、器具及び備品（純額）  52,967 

    リース資産  12,003 

減価償却累計額  △1,428 

          リース資産（純額）  10,575 

    建設仮勘定  23,644 

    有形固定資産合計  202,659 

   無形固定資産   

     リース資産  17,703 

     その他  38,527 

無形固定資産合計  56,231 

   投資その他の資産  

     繰延税金資産  

     敷金及び保証金  

     その他  

     貸倒引当金  

 

147,782 

152,035 

115,731 

△39,213 

投資その他の資産合計  376,336 

   固定資産合計  635,227 

  資産合計  2,810,292 
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                              (単位：千円) 

   
当連結会計年度 

(平成 21年６月 30日) 

負債の部   

  流動負債   

   支払手形及び買掛金  139,520 

   短期借入金  1,492,024 

   リース債務  6,718 

   未払法人税等  4,171 

   返品調整引当金  7,200 

   販売促進引当金  

   デリバティブ債務  

   その他  

35,114 

161,287 

240,937 

   流動負債合計  2,086,973 

  固定負債   

   長期借入金  225,183 

   リース債務  22,820 

   役員退職慰労引当金  39,509 

   その他  7,157 

   固定負債合計  294,670 

  負債合計  2,381,644 

純資産の部   

  株主資本   

   資本金  250,412 

   資本剰余金  188,800 

   利益剰余金  

   自己株式  

67,642 

△62,901 

   株主資本合計  443,953 

  評価・換算差額等   

   繰延ヘッジ損益  △36,304 

   評価・換算差額等合計  △36,304 

  新株予約権  21,000 

  純資産合計  428,648 

負債純資産合計  2,810,292 
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 (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  2,272,899 

売上総利益  2,120,113 

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  2,122,213 

販売費及び一般管理費  2,329,038 

営業損失（△）  △206,825 

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（△）  △354,387 

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（△）  △427,895 

法人税、住民税及び事業税  9,872 

法人税等調整額  △125,951 

法人税等合計  △116,079 

当期純損失（△）  △311,816 
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 (3)【連結株主資本等変動計算書】   

  (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) 

株主資本   

 資本金  

  前期末残高  

  当期変動額  

 

184,000 

  

   新株の発行  66,412 

   当期変動額合計  66,412 

  当期末残高  250,412 

資本剰余金  

  前期末残高  

 

122,387 

  当期変動額   

   新株の発行  66,412 

   当期変動額合計  66,412 

  当期末残高  188,800 

利益剰余金  

  前期末残高  

  当期変動額  

   当期純損失（△）  

 

379,458 

 

△311,816 

   当期変動額合計  △311,816 

  当期末残高  67,642 

自己株式  

  前期末残高  

  当期変動額  

   自己株式の取得  

 

― 

 

△62,901 

   当期変動額合計  △62,901 

  当期末残高  △62,901 

 株主資本合計  

  前期末残高  

 

685,846 

  当期変動額   

   新株の発行  132,825 

   当期純損失（△）  △311,816 

   自己株式の取得  △62,901 

   当期変動額合計  △241,893 

  当期末残高  443,953 
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(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) 

評価・換算差額等   

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高  

  当期変動額  

 

35,405 

  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △71,710 

   当期変動額合計  △71,710 

  当期末残高  △36,304 

評価・換算差額等合計  

  前期末残高  

 

35,405 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △71,710 

   当期変動額合計  △71,710 

  当期末残高  △36,304 

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）  

 

2,737 

 

18,262 

   当期変動額合計  18,262 

  当期末残高  21,000 

純資産合計  

  前期末残高  

  当期変動額  

   新株の発行  

   当期純損失（△）  

   自己株式の取得  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

 

723,989 

 

132,825 

△311,816 

△62,901 

△53,448 

   当期変動額合計  △295,341 

  当期末残高  428,648 

 

 

 



 21 

 

 (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  △427,895 

 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）  △134,874 

 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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Ｐ25ページ目「(7)【連結財務諸表に関する注記事項】」 

【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、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 
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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 3,253 1,319 26 4,599 ― 4,599 

  営業損失(△) △81 △124 △0 △206 ― △206 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
損失及び資本的支出 

      

  資産 1,271 535 3 1,810 999 2,810 

  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 
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【訂正前】 

(税効果会計関係) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30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 

 販売促進引当金 14,287千円

 たな卸資産評価損 14,216千円

 デリバティブ評価損 37,716千円

 繰越欠損金 97,917千円

 貸倒引当金 17,457千円

 固定資産減損損失 39,590千円

 役員退職慰労引当金 16,076千円

 繰延ヘッジ損失 25,979千円

 その他 24,051千円

 小計 287,295千円

 評価性引当額 △39,192千円

 合計 248,102千円

繰延税金負債 

 繰延ヘッジ利益 △1,072千円

 小計 △1,072千円

繰延税金資産の純額 247,030千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計的用語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  

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略して

おります。 
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【訂正後】 

(税効果会計関係) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30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 

 販売促進引当金 14,287千円

 たな卸資産評価損 14,216千円

 デリバティブ評価損 37,716千円

 繰越欠損金 102,139千円

 貸倒引当金 17,457千円

 固定資産減損損失 39,590千円

 役員退職慰労引当金 16,076千円

 繰延ヘッジ損失 25,979千円

 損益修正に伴う税金調整額 33,972千円

 その他 21,532千円

 小計 322,971千円

 評価性引当額 △64,573千円

 合計 258,397千円

繰延税金負債 

 繰延ヘッジ利益 △1,072千円

 小計 △1,072千円

繰延税金資産の純額 257,325千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計的用語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  

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略して

おります。 
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【訂正前】 

(１株当たり情報) 

項目 
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株当たり純資産額 795.43円 

１株当たり当期純損失(△) △496.88円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式は存在しますが、１

株当たり当期純損失のため記載しておりま

せん。 

(注) 算定上の基礎 

 

１ １株当たり純資産額 

項目 
当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

貸借対照表上の純資産の部の合計額(千円) 495,080 

普通株式に係る純資産額(千円) 474,080 

差額の主な内訳（千円）  

 新株予約権 21,000 

普通株式の発行済株式数(株) 644,500 

普通株式の自己株式数(株) 48,500 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(株) 

596,000 
 
 

２ １株当たり当期純損失 

項目 

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) 

損益計算書上の当期純損失(△)(千円) △304,135 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △304,135 

普通株式の期中平均株式数(株) 612,081 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

 旧商法第280条ノ19
の規定に基づく特別決
議による新株引受権
(新株引受権の目的と
なる株式の数 5,800
株)及び第１回、第２
回、第３回、第４回新
株予約権(新株予約権
の数 309個)。 

    (注)  ＜略＞ 
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【訂正後】 

(１株当たり情報) 

項目 
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株当たり純資産額 683.97円 

１株当たり当期純損失(△) △509.43円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式は存在しますが、１

株当たり当期純損失のため記載しておりま

せん。 

(注) 算定上の基礎 

 

１ １株当たり純資産額 

項目 
当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

貸借対照表上の純資産の部の合計額(千円) 428,648 

普通株式に係る純資産額(千円) 407,648 

差額の主な内訳（千円）  

 新株予約権 21,000 

普通株式の発行済株式数(株) 644,500 

普通株式の自己株式数(株) 48,500 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(株) 

596,000 
 
 

２ １株当たり当期純損失 

項目 

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) 

損益計算書上の当期純損失(△)(千円) △311,816 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △311,816 

普通株式の期中平均株式数(株) 612,081 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

 旧商法第280条ノ19
の規定に基づく特別決
議による新株引受権
(新株引受権の目的と
なる株式の数 5,800
株)及び第１回、第２
回、第３回、第４回新
株予約権(新株予約権
の数 309個)。 

    (注) ＜略＞  
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Ｐ36 ページ目「5.【個別財務諸表】」 

【訂正前】 

(1)【貸借対照表】     

    (単位：千円) 

   
前事業年度 

(平成 20年６月 30日) 
 

当事業年度 

(平成 21年６月 30日) 

資産の部     

  流動資産     

   現金及び預金  199,272  406,458 

   受取手形  30,150  134,705 

   売掛金  443,558  333,157 

   商品  

未着商品  

製品  

842,452 

12,635 

109,716 

 

― 

― 

― 

商品及び製品  ―  1,078,366 

原材料  2,132  ― 

原材料及び貯蔵品  ―  605 

前渡金  127,308  48,529 

前払費用  43,802  48,420 

未収入金  73,070  68,932 

繰延税金資産  22,536  109,542 

デリバティブ債権  109,896  7,382 

その他  18,592  16,977 

貸倒引当金  △4,761  △4,386 

   流動資産合計  2,030,363  2,248,690 

  固定資産     

   有形固定資産     

    建物  152,328  193,745 

      減価償却累計額  △39,778  △78,273 

      建物（純額）  112,549  115,472 

    工具、器具及び備品  131,395  167,477 

      減価償却累計額  △62,276  △114,509 

      工具、器具及び備品（純額）  69,119  52,967 

    リース資産  ―  12,003 

減価償却累計額  ―  △1,428 

          リース資産（純額）  ―  10,575 

    建設仮勘定  24,746  23,644 

    有形固定資産合計  206,414  202,659 

   無形固定資産     

    商標権  

    意匠権  

    ソフトウエア  

    リース資産  

    電話加入権  

8,055 

2,617 

8,488 

― 

188 

 

12,401 

3,022 

22,916 

17,703 

188 

無形固定資産合計  19,348  56,231 
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(単位：千円) 

   
前事業年度   

(平成 20年６月 30日) 
 

当事業年度   

(平成 21年６月 30日) 

   投資その他の資産     

     関連会社株式  ―  10,000 

     出資金  10  10 

     破産更生債権等  12,519  39,213 

     長期前払費用  ―  22,555 

     繰延税金資産  18,823  137,487 

     敷金及び保証金  144,021  152,035 

     保険積立金  49,068  53,952 

     貸倒引当金  △12,519  △39,213 

投資その他の資産合計  211,924  376,041 

   固定資産合計  437,687  634,932 

  資産合計  2,468,051  2,883,623 

負債の部  

  流動負債  

   支払手形  

   買掛金  

   短期借入金  

   1 年内返済予定の長期借入金  

リース債務  

未払金  

未払費用  

未払法人税等  

前受金  

預り金  

   返品調整引当金  

   販売促進引当金  

   製品保証引当金  

   デリバティブ債務  

 

 

13,563 

180,583 

800,000 

109,800 

― 

173,303 

93,963 

92,364 

13,136 

5,665 

9,300 

15,574 

2,700 

50,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,071 

135,448 

1,250,000 

242,024 

6,718 

110,894 

102,336 

4,130 

5,863 

18,366 

7,200 

35,114 

― 

161,287 

   流動負債合計  1,560,156  2,083,455 

  固定負債  

   長期借入金  

   リース債務  

   役員退職慰労引当金  

   その他  

 

92,700 

― 

29,350 

3,104 

 

 

225,183 

22,820 

39,509 

7,157 

   固定負債合計  125,155  294,670 

  負債合計  1,685,311  2,378,126 

 

 

 



 30 

(単位：千円) 

   
前事業年度   

(平成 20年６月 30日) 
 

当事業年度   

(平成 21年６月 30日) 

純資産の部  

 株主資本  

   資本金  

   資本剰余金  

    資本準備金  

 

 

184,000 

 

122,387 

 

 

 

 

 

 

 

250,412 

 

188,800 

    資本剰余金合計  122,387  188,800 

利益剰余金  

 その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金  

 

 

438,209 

 

 

 

144,491 

利益剰余金合計  438,209  144,491 

自己株式  ―  △62,901 

株主資本合計  744,597  520,801 

 評価・換算差額等  

   繰延ヘッジ損益  

 

35,405 
 

 

△36,304 

   評価・換算差額等合計  35,405  △36,304 

 新株予約権  2,737  21,000 

 純資産合計  782,740  505,496 

負債純資産合計  2,468,051  2,883,623 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 (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  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 
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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 
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 (3)【株主資本等変動計算書】    

   (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) 

株主資本    

 資本金     

  前期末残高  184,000 

  当期変動額  

 

184,000 

  

   新株の発行  ― 66,412 

   当期変動額合計  ― 66,412 

  当期末残高  184,000 250,412 

資本剰余金   

 資本準備金   

  前期末残高  

 

 

122,387 122,387 

  当期変動額    

   新株の発行  ― 66,412 

   当期変動額合計  ― 66,412 

  当期末残高  122,387 188,800 

利益剰余金   

  その他利益剰余金   

   特別償却準備金   

    前期末残高  ― 

   当期変動額   

    特別償却準備金の取崩  

 

 

 

559 

 

△559 ― 

    当期変動額合計  △559 ― 

   当期末残高  ― ― 

  繰越利益剰余金   

   前期末残高  438,209 

   当期変動額   

    当期純利益又は当期純損失（△）  △293,718 

    特別償却準備金の取崩  

 

307,449 

 

130,200 

559 ― 

    当期変動額合計  130,760 △293,718 

   当期末残高  438,209 144,491 

利益剰余金合計    

   前期末残高  438,209 

    当期純利益又は当期純損失（△）  △293,718 

    特別償却準備金の取崩  

308,009 

130,200 

― ― 

    当期変動額合計  130,200 △293,718 

   当期末残高  438,209 144,491 

自己株式   

   前期末残高  ― 

   当期変動額   

    自己株式の取得  

 

― 

 

― △62,901 

    当期変動額合計  ― △62,901 

   当期末残高  ― △62,901 

 株主資本合計    
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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) 

  前期末残高  614,396 744,597 

  当期変動額    

   新株の発行  ― 132,825 

   当期純利益又は当期純損失（△）  130,200 △293,718 

   自己株式の取得  ― △62,901 

   当期変動額合計  130,200 △223,795 

  当期末残高  744,597 520,801 

評価・換算差額等    

 繰延ヘッジ損益   

  前期末残高  35,405 

  当期変動額  

 

76,978 

         

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △41,572 △71,710 

   当期変動額合計  △41,572 △71,710 

  当期末残高  35,405 △36,304 

新株予約権   

  前期末残高  2,737 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

 

― 

 

2,737 18,262 

   当期変動額合計  2,737 18,262 

  当期末残高  2,737 21,000 

純資産合計   

  前期末残高  782,740 

  当期変動額   

   新株の発行  

   当期純利益又は当期純損失（△）  

   自己株式の取得  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

 

691,375 

 

― 

130,200 

― 

△38,835 

132,825 

△293,718 

△62,901 

△53,448 

   当期変動額合計  91,365 △277,243 

  当期末残高  782,740 505,496 
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 (4)【キャッシュ・フロー計算書】   

  (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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益  238,521 

 減価償却費  65,704 

 減損損失  6,792 

 固定資産除却損  4,743 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  14,513 

 返品調整引当金の増減額（△は減少）  2,700 

 ポイント引当金の増減額（△は減少）  14,081 

 その他の引当金の増減額（△は減少）  2,700 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  8,889 

 受取利息及び受取配当金  △734 

 支払利息  20,116 

 為替差損益（△は益）  5,613 

 株式交付費  490 

 売上債権の増減額（△は増加）  △104,782 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  145,997 

 仕入債務の増減額（△は減少）  79,383 

 その他  △9,120 

 小計  495,610 

 利息及び配当金の受取額  734 

 利息の支払額  △20,380 

 法人税等の支払額  △104,053 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  371,910 

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  △131,901 

 無形固定資産の取得による支出  △16,266 

 敷金及び保証金の差入による支出  △55,944 

 その他  △3,457 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △207,569 

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）  △245,000 

 長期借入れによる収入  200,000 

 長期借入金の返済による支出  △138,014 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △183,014 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,613 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △24,286 

現金及び現金同等物の期首残高  223,558 

現金及び現金同等物の期末残高  199,272 
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【訂正後】 

 

(1)【貸借対照表】     

    (単位：千円) 

   
前事業年度 

(平成 20年６月 30日) 
 

当事業年度 

(平成 21年６月 30日) 

資産の部     

  流動資産     

   現金及び預金  199,272  406,458 

   受取手形  30,150  134,705 

   売掛金  443,558  333,157 

   商品  

未着商品  

製品  

742,886 

12,635 

109,716 

 

― 

― 

― 

商品及び製品  ―  1,001,639 

原材料  2,132  ― 

原材料及び貯蔵品  ―  605 

前渡金  127,308  48,529 

前払費用  43,802  48,420 

未収入金  73,070  68,932 

繰延税金資産  63,351  109,542 

デリバティブ債権  109,896  7,382 

その他  18,592  16,977 

貸倒引当金  △4,761  △4,386 

   流動資産合計  1,971,613  2,171,963 

  固定資産  

   有形固定資産  

    建物  

      減価償却累計額  

 

 

152,328 

△39,778 

 

 

 

193,745 

△78,273 

      建物（純額）  112,549  115,472 

    工具、器具及び備品  131,395  167,477 

      減価償却累計額  △62,276  △114,509 

      工具、器具及び備品（純額）  69,119  52,967 

    リース資産  ―  12,003 

減価償却累計額  ―  △1,428 

          リース資産（純額）  ―  10,575 

    建設仮勘定  24,746  23,644 

    有形固定資産合計  206,414  202,659 

   無形固定資産     

    商標権  

    意匠権  

    ソフトウエア  

    リース資産  

    電話加入権  

8,055 

2,617 

8,488 

― 

188 

 

12,401 

3,022 

22,916 

17,703 

188 

無形固定資産合計  19,348  56,231 
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(単位：千円) 

   
前事業年度   

(平成 20年６月 30日) 
 

当事業年度   

(平成 21年６月 30日) 

   投資その他の資産     

     関連会社株式  ―  10,000 

     出資金  10  10 

     破産更生債権等  12,519  39,213 

     長期前払費用  ―  22,555 

     繰延税金資産  18,823  147,782 

     敷金及び保証金  144,021  152,035 

     保険積立金  49,068  53,952 

     貸倒引当金  △12,519  △39,213 

投資その他の資産合計  211,924  386,336 

   固定資産合計  437,687  645,227 

  資産合計  2,409,301  2,817,191 

負債の部  

  流動負債  

   支払手形  

   買掛金  

   短期借入金  

   1 年内返済予定の長期借入金  

リース債務  

未払金  

未払費用  

未払法人税等  

前受金  

預り金  

   返品調整引当金  

   販売促進引当金  

   製品保証引当金  

   デリバティブ債務  

 

 

13,563 

180,583 

800,000 

109,800 

― 

173,303 

93,963 

92,364 

13,136 

5,665 

9,300 

15,574 

2,700 

50,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,071 

135,448 

1,250,000 

242,024 

6,718 

110,894 

102,336 

4,130 

5,863 

18,366 

7,200 

35,114 

― 

161,287 

   流動負債合計  1,560,156  2,083,455 

  固定負債  

   長期借入金  

   リース債務  

   役員退職慰労引当金  

   その他  

 

92,700 

― 

29,350 

3,104 

 

 

225,183 

22,820 

39,509 

7,157 

   固定負債合計  125,155  294,670 

  負債合計  1,685,311  2,378,126 
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(単位：千円) 

   
前事業年度   

(平成 20年６月 30日) 
 

当事業年度   

(平成 21年６月 30日) 

純資産の部  

 株主資本  

   資本金  

   資本剰余金  

    資本準備金  

 

 

184,000 

 

122,387 

 

 

 

 

 

 

 

250,412 

 

188,800 

    資本剰余金合計  122,387  188,800 

利益剰余金  

 その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金  

 

 

379,458 

 

 

 

78,059 

利益剰余金合計  379,458  78,059 

自己株式  ―  △62,901 

株主資本合計  685,846  454,370 

 評価・換算差額等  

   繰延ヘッジ損益  

 

35,405 
 

 

△36,304 

   評価・換算差額等合計  35,405  △36,304 

 新株予約権  2,737  21,000 

 純資産合計  723,989  439,065 

負債純資産合計  2,409,301  2,817,191 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 (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  930,719  755,522 

 当期商品仕入高  1,826,865  1,804,485 

 合計  2,757,585  2,560,007 

 他勘定振替高  14,873  8,784 

 商品期末たな卸高  755,522  728,181 

 商品売上原価  1,987,189  1,823,041 

 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  2,325,017  2,272,899 

売上総利益  2,276,757  2,120,113 

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  2,274,057  2,122,213 

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（△）  302,867  △196,853 

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（△）  253,052  △344,011 
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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（△）  223,089  △417,519 

法人税、住民税及び事業税  133,765  9,831 

法人税等調整額  △33,448  △125,951 

法人税等合計  100,316  △116,120 

当期純利益又は当期純損失（△）  122,772  △301,399 
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 (3)【株主資本等変動計算書】    

   (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) 

株主資本    

 資本金     

  前期末残高  184,000 

  当期変動額  

 

184,000 

  

   新株の発行  ― 66,412 

   当期変動額合計  ― 66,412 

  当期末残高  184,000 250,412 

資本剰余金   

 資本準備金   

  前期末残高  

 

 

122,387 122,387 

  当期変動額    

   新株の発行  ― 66,412 

   当期変動額合計  ― 66,412 

  当期末残高  122,387 188,800 

利益剰余金   

  その他利益剰余金   

   特別償却準備金   

    前期末残高  ― 

   当期変動額   

    特別償却準備金の取崩  

 

 

 

559 

 

△559 ― 

    当期変動額合計  △559 ― 

   当期末残高  ― ― 

  繰越利益剰余金   

   前期末残高  379,458 

   当期変動額   

    当期純利益又は当期純損失（△）  △301,399 

    特別償却準備金の取崩  

 

256,126 

 

122,772 

559 ― 

    当期変動額合計  123,332 △301,399 

  当期末残高  379,458 78,059 

利益剰余金合計    

   前期末残高  379,458 

    当期純利益又は当期純損失（△）  △301,399 

    特別償却準備金の取崩  

256,686 

122,772 

― ― 

    当期変動額合計  122,772 △301,399 

  当期末残高  379,458 78,059 

自己株式   

   前期末残高  ― 

   当期変動額   

    自己株式の取得  

 

― 

 

― △62,901 

    当期変動額合計  ― △62,901 

  当期末残高  ― △62,901 

 株主資本合計    
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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) 

  前期末残高  563,073 685,846 

  当期変動額    

   新株の発行  ― 132,825 

   当期純利益又は当期純損失（△）  122,772 △301,399 

   自己株式の取得  ― △62,901 

   当期変動額合計  122,772 △231,476 

  当期末残高  685,846 454,370 

評価・換算差額等    

 繰延ヘッジ損益   

  前期末残高  35,405 

  当期変動額  

 

76,978 

         

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △41,572 △71,710 

   当期変動額合計  △41,572 △71,710 

  当期末残高  35,405 △36,304 

新株予約権   

  前期末残高  2,737 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

 

― 

 

2,737 18,262 

   当期変動額合計  2,737 18,262 

  当期末残高  2,737 21,000 

純資産合計   

  前期末残高  723,989 

  当期変動額   

   新株の発行  

   当期純利益又は当期純損失（△）  

   自己株式の取得  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

 

640,051 

 

― 

122,772 

― 

△38,835 

132,825 

△301,399 

△62,901 

△53,448 

   当期変動額合計  83,937 △284,924 

  当期末残高  723,989 439,065 
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 (4)【キャッシュ・フロー計算書】   

  (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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益  233,089 

 減価償却費  65,704 

 減損損失  6,792 

 固定資産除却損  4,743 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  14,513 

 返品調整引当金の増減額（△は減少）  2,700 

 販売促進引当金の増減額（△は減少）  14,081 

 その他の引当金の増減額（△は減少）  2,700 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  8,889 

 受取利息及び受取配当金  △734 

 支払利息  20,116 

 為替差損益（△は益）  5,613 

 株式交付費  490 

 売上債権の増減額（△は増加）  △104,782 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  161,430 

 仕入債務の増減額（△は減少）  79,383 

 その他  △9,120 

 小計  495,610 

 利息及び配当金の受取額  734 

 利息の支払額  △20,380 

 法人税等の支払額  △104,053 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  371,910 

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  △131,901 

 無形固定資産の取得による支出  △16,266 

 敷金及び保証金の差入による支出  △55,944 

 その他  △3,457 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △207,569 

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）  △245,000 

 長期借入れによる収入  200,000 

 長期借入金の返済による支出  △138,014 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △183,014 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,613 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △24,286 

現金及び現金同等物の期首残高  223,558 

現金及び現金同等物の期末残高  199,272 
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Ｐ51ページ目「(7)【個別財務諸表に関する注記事項】」  

 

【訂正前】 

 (税効果会計関係) 
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 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 

 未払事業税 8,510千円

 返品調整引当金 3,784千円

 販売促進引当金 6,337千円

 たな卸資産評価損 19,630千円

 固定資産減損損失 19,093千円

 役員退職慰労引当金 11,942千円

 繰延ヘッジ損失 20,426千円

 その他 14,823千円

 小計 104,549千円

 評価性引当額 △18,472千円

 合計 86,077千円

繰延税金負債 

 繰延ヘッジ利益 △44,716千円

 小計 △44,716千円

繰延税金資産の純額 41,360千円 

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 

 販売促進引当金 14,287千円

 たな卸資産評価損 14,216千円

 デリバティブ評価損 37,716千円

 繰越欠損金 97,917千円

 貸倒引当金 17,457千円

 固定資産減損損失 39,590千円

 役員退職慰労引当金 16,076千円

 繰延ヘッジ損失 25,979千円

 その他 24,051千円

 小計 287,295千円

 評価性引当額 △39,192千円

 合計 248,102千円

繰延税金負債 

 繰延ヘッジ利益 △1,072千円

 小計 △1,072千円

繰延税金資産の純額 247,030千円 
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 
法定実効税率 40.69％

 (調整) 

留保金課税 2.99％

住民税均等割 1.04％

その他 0.69％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

45.41％
  

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 

  当事業年度は、税引前当期純損失を計上してい

るため記載を省略しております。 
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【訂正後】 

(税効果会計関係) 
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 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 

 未払事業税 5,242千円

 返品調整引当金 3,784千円

 販売促進引当金 6,337千円

 たな卸資産評価損 19,630千円

 固定資産減損損失 19,093千円

 役員退職慰労引当金 11,942千円

 繰延ヘッジ損失 20,426千円

 損益修正に伴う税金調整額 44,083千円

 その他 14,823千円

 小計 145,365千円

 評価性引当額 △18,472千円

 合計 126,892千円

繰延税金負債 

 繰延ヘッジ利益 △44,716千円

 小計 △44,716千円

繰延税金資産の純額 82,175千円 

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 

 販売促進引当金 14,287千円

 たな卸資産評価損 14,216千円

 デリバティブ評価損 37,716千円

 繰越欠損金 97,917千円

 貸倒引当金 17,457千円

 固定資産減損損失 39,590千円

 役員退職慰労引当金 16,076千円

 繰延ヘッジ損失 25,979千円

 損益修正に伴う税金調整額 33,972千円

 その他 21,532千円

 小計 318,749千円

 評価性引当額 △60,351千円

 合計 258,397千円

繰延税金負債 

 繰延ヘッジ利益 △1,072千円

 小計 △1,072千円

繰延税金資産の純額 257,325千円 
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 
法定実効税率 40.69％

 (調整) 

留保金課税 3.19％

住民税均等割 1.11％

その他 △0.02％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

44.97％
  

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 

  当事業年度は、税引前当期純損失を計上してい

るため記載を省略しております。 
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【訂正前】 

(１株当たり情報) 

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株当たり純資産額 1,317.57円 812.91円 

１株当たり当期純利益又は当期
純損失(△) 

219.93円 △479.86円 

  なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、新

株引受権及び新株予約権を発行

しておりますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把

握できませんので、記載してお

りません。 

 当社は、平成19年12月１日付

で１株を２株とする、また平成

20年４月３日付で１株を100株

とする株式分割を行っておりま

す。 

 前期首に当該株式分割が行わ

れた 

と仮定した場合における(１株

当たり情報)の各数値はそれぞ

れ以下のとおりであります。 

前事業年度 

1株当たり純資産額 

1,167.86円 

1株当たり当期純利益 

52.96円 
  

 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純損失については、潜

在株式は存在しますが、１株当

たり当期純損失のため記載して

おりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度 

(平成20年６月30日) 
当事業年度 

(平成21年６月30日) 

貸借対照表上の純資産の部の合計額(千円) 782,740 505,496 

普通株式に係る純資産額(千円) 780,002 484,496 

差額の主な内訳（千円）   

 新株予約権 2,737 21,000 

普通株式の発行済株式数(株) 592,000 644,500 

普通株式の自己株式数(株) ― 48,500 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(株) 

592,000 596,000 
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２ １株当たり当期純利益 

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) 

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）(千円) 

130,200 △293,718 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）(千円) 

130,200 △293,718 

普通株式の期中平均株式数(株) 592,000 612,081 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

 旧商法第280条ノ19
の規定に基づく特別決
議による新株引受権
(新株引受権の目的と
なる株式の数 6,000
株)及び第１回、第２
回、第３回、第４回新
株予約権(新株予約権
の数 324個)。これら
の概要は、「第４ 提出
会社の状況 １ 株式
等の状況 (２) 新株
予約権等の状況」に記
載のとおりでありま
す。 

 旧商法第280条ノ19
の規定に基づく特別決
議による新株引受権
(新株引受権の目的と
なる株式の数 5,800
株)及び第１回、第２
回、第３回、第４回新
株予約権(新株予約権
の数 309個)。これら
の概要は、「第４ 提出
会社の状況 １ 株式
等の状況 (２) 新株
予約権等の状況」に記
載のとおりでありま
す。 
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【訂正後】 

(１株当たり情報) 

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株当たり純資産額 1,218.33円 701.45円 

１株当たり当期純利益又は当期
純損失(△) 

207.38円 △492.41円 

  なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、新

株引受権及び新株予約権を発行

しておりますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把

握できませんので、記載してお

りません。 

 当社は、平成19年12月１日付

で１株を２株とする、また平成

20年４月３日付で１株を100株

とする株式分割を行っておりま

す。 

 前期首に当該株式分割が行わ

れた 

と仮定した場合における(１株

当たり情報)の各数値はそれぞ

れ以下のとおりであります。 

前事業年度 

1株当たり純資産額 

1,081.16円 

1株当たり当期純利益 

17.36円 
  

 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純損失については、潜

在株式は存在しますが、１株当

たり当期純損失のため記載して

おりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度 

(平成20年６月30日) 
当事業年度 

(平成21年６月30日) 

貸借対照表上の純資産の部の合計額(千円) 723,989 439,065 

普通株式に係る純資産額(千円) 721,251 418,065 

差額の主な内訳（千円）   

 新株予約権 2,737 21,000 

普通株式の発行済株式数(株) 592,000 644,500 

普通株式の自己株式数(株) ― 48,500 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(株) 

592,000 596,000 
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２ １株当たり当期純利益 

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) 

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）(千円) 

122,772 △301,399 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）(千円) 

122,772 △301,399 

普通株式の期中平均株式数(株) 592,000 612,081 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

 旧商法第280条ノ19
の規定に基づく特別決
議による新株引受権
(新株引受権の目的と
なる株式の数 6,000
株)及び第１回、第２
回、第３回、第４回新
株予約権(新株予約権
の数 324個)。 

 旧商法第280条ノ19
の規定に基づく特別決
議による新株引受権
(新株引受権の目的と
なる株式の数 5,800
株)及び第１回、第２
回、第３回、第４回新
株予約権(新株予約権
の数 309個)。 

 




