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平成21年11月27日 

                                                     
各 位 

会 社 名 株式会社アムスライフサイエンス

代 表 者 代表取締役社長 淺山 雄彦 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード2927） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役社長室長 白鳥 弘之 

電話054-281-5238 

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年8月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成21年10月15日に発表した標記開示資料について下記のとおり訂正がありましたのでお知らせします。

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 
 

記 
 
１．訂正箇所（訂正部分に下線を付しております。） 

 
「平成21年8月期 決算短信」（1ページ） 
【訂正前】 
１.平成21年8月期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（１）連結経営成績                                                 （％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8月期 12,813 25.4 737 △13.2 674 △27.4 129 △63.4

20年8月期 10,221 47.0 849 32.0 929 6.5 354 △26.8
 

 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8月期 108.17 108.02 2.5 5.3 5.8 

20年8月期 295.48 275.34 7.1 8.0 8.3 

【中略】 
（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8月期 691 △734 835 2,852 

20年8月期 1,129 △196 △542 2,059 

【中略】 
 
３．平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8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） 

 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 7,000 14.7 520 37.9 500 46.6 270 ― 225.40 

通期 14,000 9.3 1,050 42.5 1,000 48.4 550 326.4 459.14 
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【訂正後】 
１.平成21年8月期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（１）連結経営成績                                                 （％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8月期 12,813 25.4 737 △13.2 696 △25.1 129 △63.4

20年8月期 10,221 47.0 849 32.0 929 6.5 354 △26.8
 

 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8月期 108.17 108.02 2.5 5.4 5.8 

20年8月期 295.48 275.34 7.1 8.0 8.3 

【中略】 
（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8月期 683 △726 835 2,852 

20年8月期 1,129 △196 △542 2,059 

【中略】 
 
３．平成21年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8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） 

 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 7,000 14.7 520 37.9 500 46.6 270 ― 225.40 

通期 14,000 9.3 1,050 42.5 1,000 43.7 550 326.4 459.14 

 
「平成21年8月期 決算短信」（2ページ） 
【訂正前】 

【省略】 
１．平成21年8月期の個別業績（平成20年9月1日～平成21年8月31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8月期 6,829 33.1 716 23.4 680 2.6 165 △54.1

20年8月期 5,131 11.8 581 50.4 663 7.6 359 △4.7

【中略】 
２．平成22年8月期の個別業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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 
累計期間 4,000 29.5 400 27.8 370 28.5 200 ― 166.96 

通期 8,000 17.1 800 11.7 750 10.3 400 142.4 333.92 

以下【省略】 
【訂正後】 

【省略】 
１．平成21年8月期の個別業績（平成20年9月1日～平成21年8月31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8月期 6,829 33.1 716 23.4 686 3.5 165 △54.1

20年8月期 5,131 11.8 581 50.4 663 7.6 359 △4.7

【中略】 
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２．平成22年8月期の個別業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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 
累計期間 4,000 29.5 400 27.8 370 28.5 200 ― 166.96 

通期 8,000 17.1 800 11.7 750 9.3 400 142.4 333.92 

以下【省略】 
 
「平成21年8月期 決算短信」（4ページ） 
【訂正前】 
損益面につきましては、利益率の低い仕入れ商品の整理・見直しなどを引き続き進めましたが、Ｍ＆Ａ

による取得企業の固定費の増加及び、のれん代の償却が影響し、営業利益 737 百万円（前期比 13.2％減）、
経常利益 674 百万円（前期比 27.4％減）となりました。当期純利益につきましては、投資有価証券売却損
234 百万円を特別損失として計上したため、129 百万円（前期比 63.4％減）となりました。 

以下【省略】 
【訂正後】 
損益面につきましては、利益率の低い仕入れ商品の整理・見直しなどを引き続き進めましたが、Ｍ＆Ａ

による取得企業の固定費の増加及び、のれん代の償却が影響し、営業利益 737 百万円（前期比 13.2％減）、
経常利益 696 百万円（前期比 25.1％減）となりました。当期純利益につきましては、投資有価証券売却損
234 百万円を特別損失として計上したため、129 百万円（前期比 63.4％減）となりました。 

以下【省略】 
 
 
「平成21年8月期 決算短信」（6ページ） 
【訂正前】 

【省略】 

(次期の見通し) 

当社が属する健康産業においては、少子高齢化社会を背景に医療費負担の増加や新型インフルエンザの
流行等が予想される中で、消費者は、「治療」するよりも自ら「予防」することにシフトしているように見
られます。支出を抑制しても健康へのこだわりは欠かせない消費者意識の高まりと、実際に効果を体感し
ている多くの事例と相まって、今後も健康志向が高まるものと予想されます。研究開発、商品企画、生産、
販売及び㈱けんこうＴＶの情報発信、テレビショピングなど、総合力を有するアムスグループ各社の連携
を強化し、より一層のシナジー効果を追求・発揮するべく上記記載の諸施策を積極的に推進してまいりま
す。また、前期より進めている中国における会社設立関連の手続きを完了させ、アジアにおける事業の拠
点として本格的に始動させる予定です。 
以上、当社グループを取り巻く経営環境、今後の取り組み等により、平成 22年 8月期の通期連結業績は、

売上高 14,000 百万円（前期比 9.3％増）、営業利益 1,050 百万円（前期比 42.5％増）、経常利益 1,000 百万
円（前期比 48.4％増）、当期純利益 550 百万円（前期比 326.4％増）となる見通しです。 

以下【省略】 
 
【訂正後】 

【省略】 

(次期の見通し) 

当社が属する健康産業においては、少子高齢化社会を背景に医療費負担の増加や新型インフルエンザの
流行等が予想される中で、消費者は、「治療」するよりも自ら「予防」することにシフトしているように見
られます。支出を抑制しても健康へのこだわりは欠かせない消費者意識の高まりと、実際に効果を体感し
ている多くの事例と相まって、今後も健康志向が高まるものと予想されます。研究開発、商品企画、生産、
販売及び㈱けんこうＴＶの情報発信、テレビショピングなど、総合力を有するアムスグループ各社の連携
を強化し、より一層のシナジー効果を追求・発揮するべく上記記載の諸施策を積極的に推進してまいりま
す。また、前期より進めている中国における会社設立関連の手続きを完了させ、アジアにおける事業の拠
点として本格的に始動させる予定です。 
以上、当社グループを取り巻く経営環境、今後の取り組み等により、平成 22年 8月期の通期連結業績は、

売上高 14,000 百万円（前期比 9.3％増）、営業利益 1,050 百万円（前期比 42.5％増）、経常利益 1,000 百万
円（前期比 43.7％増）、当期純利益 550 百万円（前期比 326.4％増）となる見通しです。 
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「平成21年8月期 決算短信」（7ページ） 
【訂正前】 

【省略】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 691 百万円（前期比 437 百万円の収入減）となりました。 

これは主として、税金等調整前当期純利益 424 百万円、減価償却費 353 百万円、売上債権の減少額 248

百万円、投資有価証券売却損 234 百万円等により資金が増加した反面、法人税等の支払額 383 百万円、た

な卸資産の増加額 120 百万円等により資金が減少し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 734 百万円（前期比 537 百万円の支出増）となりました。 

これは主として、投資有価証券の売却による収入 365 百万円、投資一任契約の解約による収入 134 百万

円等により資金が増加した反面、有形及び無形固定資産の取得による支出 900 百万円、貸付による支出

150 百万円、定期預金の預入による支出 125 百万円等により資金が減少したことによるものであります。 
【中略】 

 平成17年8

月期 

平成18年8

月期 

平成19年8

月期 

平成20年8

月期 

平成21年8

月期 

自己資本比率（%） 60.4 56.7 44.5 41.8 38.0

時価ベースの自己資本比率（％） 114.0 98.4 73.6 75.6 63.8

債務償還年数（年） 2.5 0.6 5.6 3.9 8.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.9 10.4 36.5 20.4 8.7

以下【省略】 
 
【訂正後】 

【省略】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 683 百万円（前期比 445 百万円の収入減）となりました。 

これは主として、税金等調整前当期純利益 424 百万円、減価償却費 353 百万円、売上債権の減少額 248

百万円、投資有価証券売却損 234 百万円等により資金が増加した反面、法人税等の支払額 383 百万円、た

な卸資産の増加額 120 百万円等により資金が減少し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 726 百万円（前期比 529 百万円の支出増）となりました。 

これは主として、投資有価証券の売却による収入 365 百万円、投資一任契約の解約による収入 134 百万

円等により資金が増加した反面、有形及び無形固定資産の取得による支出 900 百万円、貸付による支出

150 百万円、定期預金の預入による支出 125 百万円等により資金が減少したことによるものであります。 
【中略】 

 平成17年8

月期 

平成18年8

月期 

平成19年8

月期 

平成20年8

月期 

平成21年8

月期 

自己資本比率（%） 60.4 56.7 44.5 41.8 38.0

時価ベースの自己資本比率（％） 114.0 98.4 73.6 75.6 63.8

債務償還年数（年） 2.5 0.6 5.6 3.9 8.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.9 10.4 36.5 20.4 8.6

以下【省略】 
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「平成21年8月期 決算短信」（9ページ） 
【訂正前】 

【省略】 

（2）目標とする経営指標 

当社グループは、毎期継続的な成長を確保した上で、収益性の向上を目標とし、収益性の指標として

売上高経常利益率を用いております。 

 当社グループといたしましては、増収増益は必達として、中期的には売上高経常利益率 20％を目標と

しております。 

実績は次のとおりであります。 

・ 当連結会計年度（平成 21 年８月期）の売上高経常利益率  5.3％ 

・ 前連結会計年度（平成 20 年８月期）の売上高経常利益率 9.1％ 
以下【省略】 

【訂正後】 
【省略】 

（2）目標とする経営指標 

当社グループは、毎期継続的な成長を確保した上で、収益性の向上を目標とし、収益性の指標として

売上高経常利益率を用いております。 

 当社グループといたしましては、増収増益は必達として、中期的には売上高経常利益率 20％を目標と

しております。 

実績は次のとおりであります。 

・ 当連結会計年度（平成 21 年８月期）の売上高経常利益率  5.4％ 

・ 前連結会計年度（平成 20 年８月期）の売上高経常利益率 9.1％ 
以下【省略】 

 
 
「平成21年8月期 決算短信」（12ページ） 
【訂正前】 
（2）【連結損益計算書】 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 9月 1日 （自 平成20年 9月 1日 
    至 平成20年 8月31日)    至 平成21年 8月31日) 

【中略】 
営業外費用 
 支払利息 54,031 81,573
 投資一任契約運用損 43,647 ―
 投資一任契約解約損 ― 12,045
 投資有価証券評価損 ― 21,602
 社債発行費 ― 18,381
 その他 8,923 13,983

 営業外費用合計 106,602 147,585

経常利益 929,089 674,729

特別利益 
 貸倒引当金戻入額 46,900  ―
 補助金収入 69,300 ―

 特別利益合計 116,200 ―

特別損失 
 固定資産売却損 ― 1,156
固定資産除却損 2,290 14,672

 投資有価証券売却損 ― 234,656
 減損損失 225,901 ―
 その他 11,313 ―

 特別損失合計 239,505 250,485

税金等調整前当期純利益 805,784 424,243

以下【省略】 
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【訂正後】 
（2）【連結損益計算書】 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 9月 1日 （自 平成20年 9月 1日 
    至 平成20年 8月31日)    至 平成21年 8月31日) 

【中略】 
営業外費用 
 支払利息 54,031 81,573
 投資一任契約運用損 43,647 ―
 投資一任契約解約損 ― 12,045
 社債発行費 ― 18,381
 その他 8,923 13,983

 営業外費用合計 106,602 125,983

経常利益 929,089 696,331

特別利益 
 貸倒引当金戻入額 46,900  ―
 補助金収入 69,300 ―

 特別利益合計 116,200 ―

特別損失 
 固定資産売却損 ― 1,156

固定資産除却損 2,290 14,672
 投資有価証券売却損 ― 234,656
 減損損失 225,901 ―
 その他 11,313 21,602

 特別損失合計 239,505 272,088

税金等調整前当期純利益 805,784 424,243

以下【省略】 
 
 
「平成21年8月期 決算短信」（15ページ） 
【訂正前】 
（4）【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 9月 1日 （自 平成20年 9月 1日 
    至 平成20年 8月31日)    至 平成21年 8月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
【中略】 

 小計 1,567,317 1,135,335

 利息及び配当金の受取額 68,982 19,248
 利息の支払額 △55,268 △79,384
 法人税等の支払額 △451,409 △383,326

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,129,622 691,872

投資活動によるキャッシュ・フロー 

【中略】 

 その他 12,070 △4,129

 投資活動によるキャッシュ・フロー △196,696 △734,581
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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） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 9月 1日 （自 平成20年 9月 1日 
    至 平成20年 8月31日)    至 平成21年 8月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
【中略】 

 小計 1,567,317 1,135,335

 利息及び配当金の受取額 68,982 19,248
 利息の支払額 △55,268 △79,384
 法人税等の支払額 △451,409 △383,326
その他 ― △8,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,129,622 683,872

投資活動によるキャッシュ・フロー 

【中略】 

 その他 12,070 3,870

 投資活動によるキャッシュ・フロー △196,696 △726,581
 
 
「平成21年8月期 決算短信」（28ページ） 
【訂正前】 

当連結会計年度(自 平成 20 年９月１日 至 平成 21 年８月 31 日) 

 ヘルスケ
ア 
事業 

（千円） 

医薬品 
事業 

（千円） 

その他 
事業 

（千円） 
計（千円）

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円）

Ⅰ売上高及び営業利益   

  売上高   

（1）外部顧客に 

対する売上高 
10,919,428 1,660,384 233,581 12,813,393 ― 12,813,393

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
744 ― 689,793 690,537 (690,537) ―

計 10,920,172 1,660,384 923,374 13,503,931 (690,537) 12,813,393

営業費用 9,775,021 1,641,810 963,350 12,360,181 (284,478) 12,075,703

営業利益又は営業 
損失（△） 1,165,151 18,574 △39,975 1,143,749 (406,059) 737,690

Ⅱ 資産、減価償却費及
び資本的支出 

  

資産 9,555,419 1,901,609 1,477,938 12,934,966 361,504 13,296,471

減価償却費 259,863 31,017 53,189 344,070 9,256 353,326

資本的支出 253,267 16,194 655,794 925,256 266 925,522

以下【省略】 
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【訂正後】 

当連結会計年度(自 平成 20 年９月１日 至 平成 21 年８月 31 日) 

 ヘルスケ
ア 
事業 

（千円） 

医薬品 
事業 

（千円） 

その他 
事業 

（千円） 
計（千円）

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円）

Ⅰ売上高及び営業利益   

  売上高   

（1）外部顧客に 

対する売上高 
10,919,428 1,660,384 233,581 12,813,393 ― 12,813,393

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
744 ― 689,793 690,537 (690,537) ―

計 10,920,172 1,660,384 923,374 13,503,931 (690,537) 12,813,393

営業費用 9,755,021 1,641,810 963,350 12,360,181 (284,478) 12,075,703

営業利益又は営業 
損失（△） 1,165,151 18,574 △39,975 1,143,749 (406,059) 737,690

Ⅱ 資産、減価償却費及
び資本的支出 

  

資産 9,542,423 1,901,579 1,477,833 12,921,837 361,504 13,283,342

減価償却費 259,863 31,017 53,189 344,070 9,256 353,326

資本的支出 253,267 16,194 655,794 925,256 266 925,522

 
 
「平成21年8月期 決算短信」（41ページ） 
【訂正前】 
（2）【損益計算書】 

（単位：千円） 

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 9月 1日 （自 平成20年 9月 1日 
    至 平成20年 8月31日)    至 平成21年 8月31日) 

【中略】 
営業外費用 
 支払利息 21,694 36,904
  社債利息 ― 10,243
 社債発行費 ― 18,381
 賃貸費用 13,923 41,633
 投資一任契約運用損 43,647 ―
 投資一任契約解約損 ― 12,045
 その他 2,184 8,145

 営業外費用合計 81,449 127,354

経常利益 663,012 680,195

特別損失 
 関係会社株式評価損 63,999 ―
 投資有価証券売却損 ― 234,656
 その他 4,749 499

 特別損失合計 68,749 235,155

税引前当期純利益 594,262 445,039

以下【省略】 



 - 9 -

【訂正後】 
（2）【損益計算書】 

（単位：千円） 

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 9月 1日 （自 平成20年 9月 1日 
    至 平成20年 8月31日)    至 平成21年 8月31日) 

【中略】 
営業外費用 
 支払利息 21,694 36,904
  社債利息 ― 10,243
 社債発行費 ― 18,381
 賃貸費用 13,923 41,633
 投資一任契約運用損 43,647 ―
 投資一任契約解約損 ― 12,045
 その他 2,184 2,016

 営業外費用合計 81,449 121,225

経常利益 663,012 686,324

特別損失 
 関係会社株式評価損 63,999 ―
 投資有価証券売却損 ― 234,656
 その他 4,749 6,628

 特別損失合計 68,749 241,284

税引前当期純利益 594,262 445,039

以下【省略】 
 
 
２．訂正の理由 
 平成21年10月15日発表の「平成21年8月期 決算短信」における決算数値につきましては、監査未了の
数値により発表しておりましたが、その後の監査で見解の相違があり、次の事項の訂正が確定したため、
「平成21年8月期 決算短信」の一部訂正を行うものであります。 
1. 連結・個別損益計算書関係 
投資有価証券評価損の計上区分を営業外費用から特別損失に訂正 

2. 連結キャッシュ・フロー関係 
営業保証金の計上区分を投資活動によるキャッシュ・フローから営業活動によるキャッシュ・フロー
に訂正 

3. 事業の種類別セグメント情報関係 
セグメント別資産の配分方法の訂正 

 
以上 


