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平成21年9月期決算短信【1ページ】
（百万円未満切捨て）

1． 年9月期 の連結業績(平成 20 年10月1日～平成 年9月30日）

（訂正前）

（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 ％

年9月期

年9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 ％ ％ ％

年9月期

年9月期

（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

年9月期

年9月期

（参考）自己資本 年9月期 百万円 年9月期 百万円

（訂正後）

（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 ％

年9月期

年9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 ％ ％ ％

年9月期

年9月期

（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

年9月期

年9月期

（参考）自己資本 年9月期 百万円 年9月期 百万円

20

会 社 名 ア ジ ア 航 測 株 式 会 社

21 4,135 20 5,570

0.3

42.9 286.90

（省　略）

21 9,636 4,216

－ △ 780

10,128 5,642 55.0

△ 0.2

376.58

－ 

△ 4.3 △ 1.1△ 24.4

20 △ 53.17 － △ 13.1

21 △ 83.62 －

17,210 △ 1.6 △ 181

17,486 △ 10.2 54

－ 

21 △ 427 － － 

20 △ 27△ 79.1

（省　略）

42.9

△ 88.9 △ 25

△ 167 △ 1,143－ △ 414 － － 

（省　略）

－ 

21 17,214 △ 1.7

△ 1,185

21 21

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年9月期　決算短信」の一部訂正について

　当社は、平成21年12月15日付「過去の業績に影響を与える可能性のある事象の発生および調査委員会の設置に関するお知
らせ」において、過年度決算の訂正の可能性についてお知らせいたしました。このたび、過年度決算の具体的な訂正内容が
確定いたしましたので、下記のとおりご報告申し上げます。
　なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

20 17,505 △ 12.4 56 △ 698 － 

△ 4.2 △ 1.0

4,135 20

0.3△ 0.2△ 11.9△ 47.54 －

5,600

286.89

－ △ 23.7

21 9,636 4,216

21 △ 80.65

20

54.7 373.74

（省　略）

5,52821

20 10,108
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（参考）個別業績の概要

1． 年9月期 の個別業績(平成 20 年10月1日～平成 年9月30日）

（訂正前）

（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 ％

年9月期

年9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

円 銭 円 銭

年9月期

年9月期

（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

年9月期

年9月期

（参考）自己資本 年9月期 百万円 年9月期 百万円

（訂正後）

（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 ％

年9月期

年9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

円 銭 円 銭

年9月期

年9月期

（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

年9月期

年9月期

（参考）自己資本 年9月期 百万円 年9月期 百万円

－ 

5,484

21

21

－ △ 1,193

21

－ △ 613

21 △ 83.08 －

△ 49.9 112 △ 62.020 16,515

△ 41.25 －

－ △ 286－ 

△ 9.9 150

16,173 △ 2.1 △ 157

269.35

9,978 5,484 55.0 361.49

41.921 9,276 3,883

21

20

3,883 20

20 16,515 △ 12.4 158

269.35

△ 35.27 －

－ 

△ 70.1 119 △ 77.2

－ △ 1,163△ 285

359.51

21 16,177

21 9,276

20

△ 524 － 

21

41.9

△ 80.98 －

3,883

54.7

5,454

20

△ 2.0 △ 156

21 3,883 20

20 9,969 5,454
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平成 21 年９月期 決算短信【3ページ】 

１．経営成績 
（訂正前） 

(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績 

（省略） 

 

上記の結果、当連結会計年度における業績は、受注高は 194 億 55 百万円（前連結会計年度比 14.0％増）、

売上高は、当連結会計年度に受注したレーザー計測業務等の大型事業が天候不順による撮影業務遅延の影

響等で工期延長となり、売上計上が次期へ持ち越されたこと等により、172 億 10 百万円（前連結会計年度

比 1.6％減）となりました。 

利益面におきましては、販売費及び一般管理費の削減に努めたものの、売上高の減少により、営業損益

は１億 81 百万円の損失（前連結会計年度は営業利益 54 百万円）となりました。経常損益は持分法投資損

失等の計上により４億 27 百万円の損失（前連結会計年度は経常損失 27 百万円）、また、貸倒引当金の繰

入等の特別損失の計上や、繰延税金資産の取崩しにより、当期純損益は 11 億 85 百万円の損失（前連結会

計年度は当期純損失７億 80 百万円）となりました。 

 

主要な事業分野別業績は次のとおりであります。 

 情報システム分野では、新たに６機の航空機を導入し、自社機合計８機体制にて、航空レーザー計測装

置「LASER BIRD」及び高精度デジタル航空カメラ「DMC」、さらには新規購入のヘリレーザー計測装置らを

活用し、空間情報データの収集・解析に迅速な対応を行ってまいりました。また、プロポーザル方式によ

る営業活動を推進し、特に補正予算関連業務の一つである砂防レーザー計測業務において着実に受注を確

保してまいりました。その他、これまで培ってきた３次元空間情報技術を活用した「Land Viewer」や「図

化名人」等のシステム販売を促進する等、 新のデジタル計測技術を駆使し積極的な営業展開をいたしま

した。その結果、受注高は 132 億 45 百万円（前連結会計年度比 23.1％増）、売上高は 113 億 65 百万円（前

連結会計年度比 5.6％増）となりました。 
建設コンサルタント分野では、デジタル計測技術を応用した防災対策事業を推進する一方で、新たに森

林整備室を設置し、森林・自然環境保全への取り組みも強化してまいりました。また、土壌汚染対策ビジ

ネスに関しても、日本国土開発株式会社との協力体制のもと、新工法（TSVE 工法）による積極的な営業展

開をしてまいりました。しかしながら、公共事業の収縮による厳しい価格競争や不動産市況の悪化等の影

響を受け、受注高は 62億 10 百万円（前連結会計年度比 1.5％減）、売上高は 58 億 44 百万円（前連結会計

年度比 13.1％減）となりました。 

 

（省略） 

 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比較し４億 92 百万円減少の 96 億 36 百万円となり

ました。これは主として、現金及び預金や繰延税金資産が減少したことによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比較し９億 33 百万円増加の 54 億 19 百万円となりました。これは主

として、リース会計基準の適用によるリース債務の計上や、退職給付引当金が増加したことによるもので

あります。 

純資産合計は前連結会計年度末に比較し 14 億 25 百万円減少の 42 億 16 百万円となりました。これは主

として、利益剰余金が減少したことによるものであります。 

 

3



②キャッシュ・フローの状況 

（省略） 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期

自己資本比率（％） 42.8 57.9 54.5 55.0 42.9 

時価ベースの自己資
本比率（％） 49.8 55.9 47.9 56.2 35.9 

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率（年） 

－ － － － － 

インタレスト・カバレ
ッジ・レシオ（倍） 

－ 24.4 44.4 14.8 8.1 

 

（省略） 

 

(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、継続的かつ安定的な経営基盤の確保を重視しております。併せて、株主の皆様への安

定配当の維持を基本方針としておりますが、11 億 85 百万円の当期純損失を計上したことから、経営環境

や業績等を総合的に勘案しました結果、当期の配当につきましては誠に遺憾ながら前期より 0.5 円減配の

１株当たり 2.5 円とする旨、本年 12 月開催予定の定時株主総会に諮ることとしております。 

 

（省略） 

 

（訂正後） 

(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績 

（省略） 

 

上記の結果、当連結会計年度における業績は、受注高は 194 億 55 百万円（前連結会計年度比 14.0％増）、

売上高は、当連結会計年度に受注したレーザー計測業務等の大型事業が天候不順による撮影業務遅延の影

響等で工期延長となり、売上計上が次期へ持ち越されたこと等により、172 億 14 百万円（前連結会計年度

比 1.7％減）となりました。 

利益面におきましては、販売費及び一般管理費の削減に努めたものの、売上高の減少により、営業損益

は１億 67 百万円の損失（前連結会計年度は営業利益 56 百万円）となりました。経常損益は持分法投資損

失等の計上により４億 14 百万円の損失（前連結会計年度は経常損失 25 百万円）、また、貸倒引当金の繰

入等の特別損失の計上や、繰延税金資産の取崩しにより、当期純損益は 11 億 43 百万円の損失（前連結会

計年度は当期純損失６億 98 百万円）となりました。 

 

主要な事業分野別業績は次のとおりであります。 

 情報システム分野では、新たに６機の航空機を導入し、自社機合計８機体制にて、航空レーザー計測装

置「LASER BIRD」及び高精度デジタル航空カメラ「DMC」、さらには新規購入のヘリレーザー計測装置らを

活用し、空間情報データの収集・解析に迅速な対応を行ってまいりました。また、プロポーザル方式によ

る営業活動を推進し、特に補正予算関連業務の一つである砂防レーザー計測業務において着実に受注を確

保してまいりました。その他、これまで培ってきた３次元空間情報技術を活用した「Land Viewer」や「図

化名人」等のシステム販売を促進する等、 新のデジタル計測技術を駆使し積極的な営業展開をいたしま

した。その結果、受注高は 132 億 45 百万円（前連結会計年度比 23.1％増）、売上高は 113 億 65 百万円（前

連結会計年度比 5.7％増）となりました。 

建設コンサルタント分野では、デジタル計測技術を応用した防災対策事業を推進する一方で、新たに森

林整備室を設置し、森林・自然環境保全への取り組みも強化してまいりました。また、土壌汚染対策ビジ

ネスに関しても、日本国土開発株式会社との協力体制のもと、新工法（TSVE 工法）による積極的な営業展

開をしてまいりました。しかしながら、公共事業の収縮による厳しい価格競争や不動産市況の悪化等の影

響を受け、受注高は 62億 10 百万円（前連結会計年度比 1.5％減）、売上高は 58 億 48 百万円（前連結会計

年度比 13.4％減）となりました。 

（省略） 
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比較し４億 72 百万円減少の 96 億 36 百万円となり

ました。これは主として、現金及び預金や繰延税金資産が減少したことによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比較し９億 11 百万円増加の 54 億 19 百万円となりました。これは主

として、リース会計基準の適用によるリース債務の計上や、退職給付引当金が増加したことによるもので

あります。 

純資産合計は前連結会計年度末に比較し 13 億 83 百万円減少の 42 億 16 百万円となりました。これは主

として、利益剰余金が減少したことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

（省略） 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期

自己資本比率（％） 41.7 56.5 53.9 54.7 42.9 

時価ベースの自己資
本比率（％） 

50.3 57.9 48.4 56.3 35.9 

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率（年） － － － － － 

インタレスト・カバレ
ッジ・レシオ（倍） 

－ 24.4 44.4 14.8 8.1 

 

（省略） 

 

(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、継続的かつ安定的な経営基盤の確保を重視しております。併せて、株主の皆様への安

定配当の維持を基本方針としておりますが、11 億 43 百万円の当期純損失を計上したことから、経営環境

や業績等を総合的に勘案しました結果、当期の配当につきましては誠に遺憾ながら前期より 0.5 円減配の

１株当たり 2.5 円とする旨、本年 12 月開催予定の定時株主総会に諮ることとしております。 

 

（省略） 
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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９月30日） 
当連結会計年度 

（平成21年９月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,487,245 594,433 

受取手形及び売掛金 1,563,896 1,438,373 

たな卸資産 3,190,514 － 

仕掛品 － 3,633,200 

原材料及び貯蔵品 － 2,829 

前払費用 122,109 220,646 

繰延税金資産 357,556 15,909 

その他 405,702 95,889 

貸倒引当金 △6,077 △3,395 

流動資産合計 7,120,947 5,997,887 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※２ 590,222 ※２ 652,902 

減価償却累計額 △340,894 △368,638 

建物及び構築物（純額） 249,328 284,264 

航空機 362,497 424,354 

減価償却累計額 △298,315 △332,344 

航空機（純額） 64,182 92,010 

機械及び装置 1,946,821 1,634,394 

減価償却累計額 △1,686,853 △1,324,223 

機械及び装置（純額） 259,967 310,170 

車両運搬具及び工具器具備品 532,537 563,106 

減価償却累計額 △360,802 △409,992 

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 171,735 153,113 

土地 ※２ 320,153 ※２ 320,153 

リース資産 － 449,805 

減価償却累計額 － △25,588 

リース資産（純額） － 424,216 

有形固定資産合計 1,065,366 1,583,928 

無形固定資産   

ソフトウエア 277,827 457,973 

その他 95,332 176,942 

無形固定資産合計 373,160 634,916 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 928,526 ※１ 844,255 

長期貸付金 17,850 248,037 

繰延税金資産 23,716 － 

敷金及び保証金 504,160 459,900 

その他 102,535 111,830 

貸倒引当金 △7,300 △244,300 

投資その他の資産合計 1,569,489 1,419,723 

固定資産合計 3,008,016 3,638,568 

資産合計 10,128,963 9,636,455 
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 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 572,941 498,583 

リース債務 － 55,917 

未払金 458,171 454,771 

未払法人税等 65,063 69,551 

未払消費税等 85,862 28,858 

前受金 1,118,349 1,346,278 

賞与引当金 227,101 185,582 

受注損失引当金 82,350 128,932 

その他 51,796 68,477 

流動負債合計 2,661,637 2,836,953 

固定負債   

リース債務 － 371,796 

繰延税金負債 3,990 16,163 

退職給付引当金 1,702,859 2,006,435 

役員退職慰労引当金 113,368 133,312 

長期未払金 4,882 55,313 

固定負債合計 1,825,101 2,583,021 

負債合計 4,486,738 5,419,974 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金 2,180,463 2,078,113 

利益剰余金 2,224,849 994,147 

自己株式 △162,126 △240,298 

株主資本合計 5,515,186 4,103,962 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55,115 31,860 

評価・換算差額等合計 55,115 31,860 

少数株主持分 71,923 80,657 

純資産合計 5,642,225 4,216,480 

負債純資産合計 10,128,963 9,636,455 
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（訂正後） 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（平成20年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成21年９月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,487,245 594,433 

受取手形及び売掛金 1,441,468 1,438,373 

たな卸資産 3,292,785 － 

仕掛品 － 3,633,200 

原材料及び貯蔵品 － 2,829 

前払費用 122,109 220,646 

繰延税金資産 357,556 15,909 

その他 405,702 95,889 

貸倒引当金 △6,077 △3,395 

流動資産合計 7,100,790 5,997,887 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※２ 590,222 ※２ 652,902 

減価償却累計額 △340,894 △368,638 

建物及び構築物（純額） 249,328 284,264 

航空機 362,497 424,354 

減価償却累計額 △298,315 △332,344 

航空機（純額） 64,182 92,010 

機械及び装置 1,946,821 1,634,394 

減価償却累計額 △1,686,853 △1,324,223 

機械及び装置（純額） 259,967 310,170 

車両運搬具及び工具器具備品 532,537 563,106 

減価償却累計額 △360,802 △409,992 

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 171,735 153,113 

土地 ※２ 320,153 ※２ 320,153 

リース資産 － 449,805 

減価償却累計額 － △25,588 

リース資産（純額） － 424,216 

有形固定資産合計 1,065,366 1,583,928 

無形固定資産   

ソフトウエア 277,827 457,973 

その他 95,332 176,942 

無形固定資産合計 373,160 634,916 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 928,526 ※１ 844,255 

長期貸付金 17,850 248,037 

繰延税金資産 23,716 － 

敷金及び保証金 504,160 459,900 

その他 102,535 111,830 

貸倒引当金 △7,300 △244,300 

投資その他の資産合計 1,569,489 1,419,723 

固定資産合計 3,008,016 3,638,568 

資産合計 10,108,807 9,636,455 
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 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 572,941 498,583 

リース債務 － 55,917 

未払金 458,171 454,771 

未払法人税等 65,063 69,551 

未払消費税等 78,647 28,858 

前受金 1,147,434 1,346,278 

賞与引当金 227,101 185,582 

受注損失引当金 82,350 128,932 

その他 51,796 68,477 

流動負債合計 2,683,507 2,836,953 

固定負債   

リース債務 － 371,796 

繰延税金負債 3,990 16,163 

退職給付引当金 1,702,859 2,006,435 

役員退職慰労引当金 113,368 133,312 

長期未払金 4,882 55,313 

固定負債合計 1,825,101 2,583,021 

負債合計 4,508,608 5,419,974 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金 2,180,463 2,078,113 

利益剰余金 2,182,822 994,147 

自己株式 △162,126 △240,298 

株主資本合計 5,473,159 4,103,962 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55,115 31,860 

評価・換算差額等合計 55,115 31,860 

少数株主持分 71,923 80,657 

純資産合計 5,600,198 4,216,480 

負債純資産合計 10,108,807 9,636,455 
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(2）連結損益計算書 

（訂正前） 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

売上高 17,486,396 17,210,126 

売上原価 13,312,240 13,411,077 

売上総利益 4,174,156 3,799,049 

販売費及び一般管理費   

人件費 2,248,015 2,277,348 

賞与引当金繰入額 63,429 52,581 

退職給付費用 194,405 220,172 

役員退職慰労引当金繰入額 34,420 34,075 

旅費交通費及び通信費 346,427 330,203 

減価償却費 109,224 91,947 

その他 1,123,638 973,742 

販売費及び一般管理費合計 ※１ 4,119,560 ※１ 3,980,071 

営業利益又は営業損失（△） 54,595 △181,022 

営業外収益   

受取利息 3,209 10,467 

受取配当金 24,447 13,271 

不動産賃貸料 10,056 10,056 

保険配当金 16,884 29,357 

その他 26,841 17,572 

営業外収益合計 81,439 80,724 

営業外費用   

支払利息 31,683 40,399 

自己株式処分費用 11,350 9,850 

アドバイザリー手数料 50,000 100,000 

シンジケートローン手数料 31,875 35,000 

持分法による投資損失 24,686 101,332 

その他 13,503 40,431 

営業外費用合計 163,097 327,013 

経常損失（△） △27,062 △427,311 

特別利益   

前期損益修正益 － ※２ 85,913 

固定資産売却益 ※３ 21,476 ※３ 1,418 

受取保険金 31,024 － 

受取損害賠償金 26,294 － 

その他 1,150 － 

特別利益合計 79,946 87,331 
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

特別損失   

固定資産売却損 － ※４ 8,400 

固定資産除却損 ※５ 20,251 ※５ 14,330 

投資有価証券売却損 21,294 － 

投資有価証券評価損 10,479 53,584 

関係会社株式売却損 － 41,765 

ゴルフ会員権評価損 9,010 － 

事務所移転費用 ※６ 73,636 － 

過年度退職給付費用 70,741 － 

貸倒引当金繰入額 － 234,150 

前期損益修正損 － ※７ 28,976 

特別損失合計 205,413 381,208 

税金等調整前当期純損失（△） △152,530 △721,188 

法人税、住民税及び事業税 55,116 58,476 

法人税等調整額 590,874 396,302 

法人税等合計 645,991 454,779 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17,540 9,218 

当期純損失（△） △780,981 △1,185,186 
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（訂正後） 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

売上高 17,505,360 17,214,376 

売上原価 13,329,563 13,402,277 

売上総利益 4,175,797 3,812,099 

販売費及び一般管理費   

人件費 2,248,015 2,277,348 

賞与引当金繰入額 63,429 52,581 

退職給付費用 194,405 220,172 

役員退職慰労引当金繰入額 34,420 34,075 

旅費交通費及び通信費 346,427 330,203 

減価償却費 109,224 91,947 

その他 1,123,638 973,742 

販売費及び一般管理費合計 ※１ 4,119,560 ※１ 3,980,071 

営業利益又は営業損失（△） 56,236 △167,972 

営業外収益   

受取利息 3,209 10,467 

受取配当金 24,447 13,271 

不動産賃貸料 10,056 10,056 

保険配当金 16,884 29,357 

その他 26,841 17,572 

営業外収益合計 81,439 80,724 

営業外費用   

支払利息 31,683 40,399 

自己株式処分費用 11,350 9,850 

アドバイザリー手数料 50,000 100,000 

シンジケートローン手数料 31,875 35,000 

持分法による投資損失 24,686 101,332 

その他 13,503 40,431 

営業外費用合計 163,097 327,013 

経常損失（△） △25,421 △414,261 

特別利益   

前期損益修正益 － ※２ 85,913 

固定資産売却益 ※３ 21,476 ※３ 1,418 

受取保険金 31,024 － 

受取損害賠償金 26,294 － 

その他 1,150 － 

特別利益合計 79,946 87,331 
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 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

特別損失   

固定資産売却損 － ※４ 8,400 

固定資産除却損 ※５ 20,251 ※５ 14,330 

投資有価証券売却損 21,294 － 

投資有価証券評価損 10,479 53,584 

関係会社株式売却損 － 41,765 

ゴルフ会員権評価損 9,010 － 

事務所移転費用 ※６ 73,636 － 

過年度退職給付費用 70,741 － 

貸倒引当金繰入額 － 234,150 

特別損失合計 205,413 352,231 

税金等調整前当期純損失（△） △150,888 △679,161 

法人税、住民税及び事業税 55,116 58,476 

法人税等調整額 509,874 396,302 

法人税等合計 564,991 454,779 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17,540 9,218 

当期純損失（△） △698,340 △1,143,159 
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(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10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,272,000 1,272,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金   

前期末残高 2,097,393 2,180,463 

当期変動額   

自己株式の処分 83,070 △102,350 

当期変動額合計 83,070 △102,350 

当期末残高 2,180,463 2,078,113 

利益剰余金   

前期末残高 3,078,177 2,224,849 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △780,981 △1,185,186 

当期変動額合計 △853,327 △1,230,702 

当期末残高 2,224,849 994,147 

自己株式   

前期末残高 △178,408 △162,126 

当期変動額   

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 178,920 362,250 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減 

△159,600 159,600 

当期変動額合計 16,281 △78,171 

当期末残高 △162,126 △240,298 

株主資本合計   

前期末残高 6,269,162 5,515,186 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △780,981 △1,185,186 

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 261,990 259,900 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減 

△159,600 159,600 

当期変動額合計 △753,976 △1,411,223 

当期末残高 5,515,186 4,103,962 

14



 

 

 
 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 111,403 55,115 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

△56,288 △23,254 

当期変動額合計 △56,288 △23,254 

当期末残高 55,115 31,860 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 111,403 55,115 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

△56,288 △23,254 

当期変動額合計 △56,288 △23,254 

当期末残高 55,115 31,860 

少数株主持分   

前期末残高 96,503 71,923 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,580 8,734 

当期変動額合計 △24,580 8,734 

当期末残高 71,923 80,657 

純資産合計   

前期末残高 6,477,070 5,642,225 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △780,981 △1,185,186 

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 261,990 259,900 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自
己株式の増減 

△159,600 159,600 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80,868 △14,520 

当期変動額合計 △834,844 △1,425,744 

当期末残高 5,642,225 4,216,480 
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（訂正後） 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,272,000 1,272,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金   

前期末残高 2,097,393 2,180,463 

当期変動額   

自己株式の処分 83,070 △102,350 

当期変動額合計 83,070 △102,350 

当期末残高 2,180,463 2,078,113 

利益剰余金   

前期末残高 2,953,509 2,182,822 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △698,340 △1,143,159 

当期変動額合計 △770,686 △1,188,675 

当期末残高 2,182,822 994,147 

自己株式   

前期末残高 △178,408 △162,126 

当期変動額   

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 178,920 362,250 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減 

△159,600 159,600 

当期変動額合計 16,281 △78,171 

当期末残高 △162,126 △240,298 

株主資本合計   

前期末残高 6,144,494 5,473,159 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △698,340 △1,143,159 

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 261,990 259,900 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減 

△159,600 159,600 

当期変動額合計 △671,335 △1,369,196 

当期末残高 5,473,159 4,103,962 
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 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 111,403 55,115 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

△56,288 △23,254 

当期変動額合計 △56,288 △23,254 

当期末残高 55,115 31,860 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 111,403 55,115 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

△56,288 △23,254 

当期変動額合計 △56,288 △23,254 

当期末残高 55,115 31,860 

少数株主持分   

前期末残高 96,503 71,923 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,580 8,734 

当期変動額合計 △24,580 8,734 

当期末残高 71,923 80,657 

純資産合計   

前期末残高 6,352,402 5,600,198 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △698,340 △1,143,159 

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 261,990 259,900 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自
己株式の増減 

△159,600 159,600 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80,868 △14,520 

当期変動額合計 △752,203 △1,383,717 

当期末残高 5,600,198 4,216,480 
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 (3）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９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損失（△） △152,530 △721,188 

減価償却費 371,125 403,952 

持分法による投資損益（△は益） 24,686 101,332 

自己株式処分費用 11,350 9,850 

賞与引当金の増減額（△は減少） △188,627 △41,519 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 82,350 46,582 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 230,529 303,575 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,966 19,943 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 72 234,317 

受取利息及び受取配当金 △27,657 △23,739 

支払利息 31,683 40,399 

有形固定資産売却損益（△は益） △8,369 8,400 

無形固定資産売却損益（△は益） △13,106 － 

有形固定資産除却損 20,251 9,601 

無形固定資産除却損 － 4,729 

投資有価証券売却損益（△は益） 21,294 － 

関係会社株式売却損益（△は益） － 41,765 

投資有価証券評価損益（△は益） 10,479 53,584 

ゴルフ会員権評価損 9,010 － 

受取保険金 △31,024 － 

売上債権の増減額（△は増加） 579,322 125,522 

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,083 △441,324 

その他の資産の増減額（△は増加） 217,641 25,043 

仕入債務の増減額（△は減少） △520,176 △74,358 

未払消費税等の増減額（△は減少） △29,640 △57,004 

前受金の増減額（△は減少） 135,510 227,929 

その他の負債の増減額（△は減少） △419,355 61,545 

小計 440,937 358,943 

利息及び配当金の受取額 27,236 26,840 

利息の支払額 △34,456 △36,512 

保険金の受取額 145,005 － 

法人税等の支払額 △67,699 △53,988 

営業活動によるキャッシュ・フロー 511,023 295,283 
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 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △222,050 － 

投資有価証券の売却による収入 116,064 3 

有形固定資産の取得による支出 △135,802 △1,087,009 

有形固定資産の売却による収入 37,305 20,188 

無形固定資産の取得による支出 △190,111 △408,019 

無形固定資産の売却による収入 528,405 － 

短期貸付金の純増減額（△は増加） △234,150 － 

長期貸付けによる支出 － △1,200 

長期貸付金の回収による収入 8,025 5,163 

その他 － △15,480 

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,313 △1,486,352 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △3,038 △600,021 

自己株式の処分による収入 250,640 250,050 

配当金の支払額 △72,346 △45,516 

セール・アンド・リースバックによる収入 － 716,500 

リース債務の返済による支出 － △22,090 

財務活動によるキャッシュ・フロー 175,255 298,921 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △664 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 593,965 △892,811 

現金及び現金同等物の期首残高 893,279 1,487,245 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,487,245 ※１ 594,433 
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（訂正後） 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９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損失（△） △150,888 △679,161 

減価償却費 371,125 403,952 

持分法による投資損益（△は益） 24,686 101,332 

自己株式処分費用 11,350 9,850 

賞与引当金の増減額（△は減少） △188,627 △41,519 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 82,350 46,582 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 230,529 303,575 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,966 19,943 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 72 234,317 

受取利息及び受取配当金 △27,657 △23,739 

支払利息 31,683 40,399 

有形固定資産売却損益（△は益） △8,369 8,400 

無形固定資産売却損益（△は益） △13,106 － 

有形固定資産除却損 20,251 9,601 

無形固定資産除却損 － 4,729 

投資有価証券売却損益（△は益） 21,294 － 

関係会社株式売却損益（△は益） － 41,765 

投資有価証券評価損益（△は益） 10,479 53,584 

ゴルフ会員権評価損 9,010 － 

受取保険金 △31,024 － 

売上債権の増減額（△は増加） 553,513 3,095 

たな卸資産の増減額（△は増加） 135,406 △339,053 

その他の資産の増減額（△は増加） 217,641 25,043 

仕入債務の増減額（△は減少） △520,176 △74,358 

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,692 △49,789 

前受金の増減額（△は減少） 141,408 198,844 

その他の負債の増減額（△は減少） △419,355 61,545 

小計 440,937 358,943 

利息及び配当金の受取額 27,236 26,840 

利息の支払額 △34,456 △36,512 

保険金の受取額 145,005 － 

法人税等の支払額 △67,699 △53,988 

営業活動によるキャッシュ・フロー 511,023 295,283 
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 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △222,050 － 

投資有価証券の売却による収入 116,064 3 

有形固定資産の取得による支出 △135,802 △1,087,009 

有形固定資産の売却による収入 37,305 20,188 

無形固定資産の取得による支出 △190,111 △408,019 

無形固定資産の売却による収入 528,405 － 

短期貸付金の純増減額（△は増加） △234,150 － 

長期貸付けによる支出 － △1,200 

長期貸付金の回収による収入 8,025 5,163 

その他 － △15,480 

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,313 △1,486,352 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △3,038 △600,021 

自己株式の処分による収入 250,640 250,050 

配当金の支払額 △72,346 △45,516 

セール・アンド・リースバックによる収入 － 716,500 

リース債務の返済による支出 － △22,090 

財務活動によるキャッシュ・フロー 175,255 298,921 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △664 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 593,965 △892,811 

現金及び現金同等物の期首残高 893,279 1,487,245 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,487,245 ※１ 594,433 
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 (7）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） 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

────── （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

に区分掲記している。なお、前連結会計年度の「たな卸

資産」に含まれる「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ3,186,518千円、3,995千円である。 

 

（省略） 

 

（訂正後） 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

────── （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

に区分掲記している。なお、前連結会計年度の「たな卸

資産」に含まれる「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ3,288,790千円、3,995千円である。 

 

（省略） 
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（連結損益計算書関係） 
（訂正前） 

前連結会計年度 
自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

※１ 研究開発費の総額は、121,136千円（一般管理費

121,136千円）である。 

※１ 研究開発費の総額は、74,608千円（一般管理費

74,608千円）である。 

────── ※２ 前期損益修正益の内容は次のとおりである。 
  

 
  

  
地代家賃等 75,354千円

事務所移転費用返還益 10,559 〃

計 85,913千円
  

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。 ※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。 
  

建物及び構築物 4,327千円

機械及び装置 843 〃

車両運搬具及び工具器具備品 3,198 〃

ソフトウエア 13,106 〃

計 21,476千円
  

  
建物及び構築物 4千円

車両運搬具及び工具器具備品 127 〃

ソフトウエア 1,286 〃

計 1,418千円
  

────── ※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりである。 
  

 
  

  
機械及び装置 8,400千円

計 8,400千円
  

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 ※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 
  

建物及び構築物 4,065千円

航空機 1,568 〃

機械及び装置 12,033 〃

車両運搬具及び工具器具備品 2,583 〃

計 20,251千円
  

  
建物及び構築物 515千円

航空機 543 〃

機械及び装置 6,143 〃

車両運搬具及び工具器具備品 2,397 〃

ソフトウエア 4,729 〃

計 14,330千円
  

※６ 事務所移転費用の内容は次のとおりである。 ────── 
  

原状復旧費用等 35,327千円

二重家賃 14,945 〃

その他 23,364 〃

計 73,636千円
  

  
 

 

 

 
  

────── ※７ 前期損益修正損は、前期売上高及び売上原価の修正

によるものである。 

23



 

 

（訂正後） 
前連結会計年度 

自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

※１ 研究開発費の総額は、121,136千円（一般管理費

121,136千円）である。 

※１ 研究開発費の総額は、74,608千円（一般管理費

74,608千円）である。 

────── ※２ 前期損益修正益の内容は次のとおりである。 
  

 
  

  
地代家賃等 75,354千円

事務所移転費用返還益 10,559 〃

計 85,913千円
  

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。 ※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。 
  

建物及び構築物 4,327千円

機械及び装置 843 〃

車両運搬具及び工具器具備品 3,198 〃

ソフトウエア 13,106 〃

計 21,476千円
  

  
建物及び構築物 4千円

車両運搬具及び工具器具備品 127 〃

ソフトウエア 1,286 〃

計 1,418千円
  

────── ※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりである。 
  

 
  

  
機械及び装置 8,400千円

計 8,400千円
  

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 ※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 
  

建物及び構築物 4,065千円

航空機 1,568 〃

機械及び装置 12,033 〃

車両運搬具及び工具器具備品 2,583 〃

計 20,251千円
  

  
建物及び構築物 515千円

航空機 543 〃

機械及び装置 6,143 〃

車両運搬具及び工具器具備品 2,397 〃

ソフトウエア 4,729 〃

計 14,330千円
  

※６ 事務所移転費用の内容は次のとおりである。 ────── 
  

原状復旧費用等 35,327千円

二重家賃 14,945 〃

その他 23,364 〃

計 73,636千円
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（訂正前） 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

  
１株当たり純資産額 376円58銭

１株当たり当期純損失 53円17銭
  

  
１株当たり純資産額 286円90銭

１株当たり当期純損失 83円62銭
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

がないため記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

がないため記載していない。 

（注）１株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
前連結会計年度 

自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

当期純損失（△）（千円） △780,981 △1,185,186 

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） △780,981 △1,185,186 

期中平均株式数（株） 14,689,040 14,174,060 

 
 

 

（訂正後） 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

  
１株当たり純資産額 373円74銭

１株当たり当期純損失 47円54銭
  

  
１株当たり純資産額 286円89銭

１株当たり当期純損失 80円65銭
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

がないため記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

がないため記載していない。 

（注）１株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
前連結会計年度 

自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

当期純損失（△）（千円） △698,340 △1,143,159 

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） △698,340 △1,143,159 

期中平均株式数（株） 14,689,040 14,174,060 
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５．個別財務諸表 

(1）貸借対照表 

（訂正前） 

  （単位：千円）

 
前事業年度 

（平成20年９月30日） 
当事業年度 

（平成21年９月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,462,374 584,382 

受取手形 12,379 2,685 

売掛金 1,355,068 1,363,567 

原材料 3,995 － 

仕掛品 2,991,491 3,377,642 

原材料及び貯蔵品 － 2,829 

前渡金 100,784 37,700 

前払費用 109,132 203,937 

繰延税金資産 346,833 － 

関係会社短期貸付金 497,475 66,432 

未収入金 85,363 85,113 

その他 29,210 6,631 

貸倒引当金 △197,960 △72,310 

流動資産合計 6,796,152 5,658,611 

固定資産   

有形固定資産   

建物 552,035 615,426 

減価償却累計額 △316,783 △343,234 

建物（純額） 235,252 272,192 

構築物 15,694 15,694 

減価償却累計額 △11,108 △11,423 

構築物（純額） 4,586 4,271 

航空機 362,497 424,354 

減価償却累計額 △298,315 △332,344 

航空機（純額） 64,182 92,010 

機械及び装置 1,544,708 1,247,681 

減価償却累計額 △1,305,290 △955,109 

機械及び装置（純額） 239,417 292,571 

工具、器具及び備品 451,270 466,431 

減価償却累計額 △294,982 △323,452 

工具、器具及び備品（純額） 156,287 142,979 

土地 319,643 319,643 

リース資産 － 449,805 

減価償却累計額 － △25,588 

リース資産（純額） － 424,216 

有形固定資産合計 1,019,369 1,547,885 

無形固定資産   

借地権 181 181 

電話加入権 51,850 51,850 

ソフトウエア 263,489 432,636 

ソフトウエア仮勘定 36,262 118,027 

無形固定資産合計 351,783 602,696 
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  （単位：千円）

 
前事業年度 

（平成20年９月30日） 
当事業年度 

（平成21年９月30日） 

投資その他の資産   

投資有価証券 788,760 694,750 

関係会社株式 412,750 230,750 

出資金 30,940 30,940 

長期貸付金 － 234,150 

従業員に対する長期貸付金 17,850 13,887 

破産更生債権等 6,300 6,300 

長期前払費用 16,605 25,985 

繰延税金資産 23,716 － 

敷金及び保証金 473,032 426,376 

保険積立金 48,241 48,241 

貸倒引当金 △7,300 △244,300 

投資その他の資産合計 1,810,896 1,467,081 

固定資産合計 3,182,050 3,617,662 

資産合計 9,978,202 9,276,274 
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  （単位：千円）

 
前事業年度 

（平成20年９月30日） 
当事業年度 

（平成21年９月30日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 769,611 732,611 

リース債務 － 55,917 

未払金 415,096 388,777 

未払法人税等 63,000 66,000 

未払消費税等 78,858 － 

前受金 1,107,897 1,334,264 

預り金 228,273 381,472 

賞与引当金 201,000 145,000 

受注損失引当金 79,773 124,805 

その他 － 855 

流動負債合計 2,943,510 3,229,704 

固定負債   

リース債務 － 371,796 

繰延税金負債 － 13,042 

退職給付引当金 1,462,078 1,622,334 

役員退職慰労引当金 84,035 103,128 

長期未払金 3,976 53,216 

固定負債合計 1,550,090 2,163,517 

負債合計 4,493,600 5,393,222 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金   

資本準備金 799,193 799,193 

その他資本剰余金 1,381,270 1,278,920 

資本剰余金合計 2,180,463 2,078,113 

利益剰余金   

利益準備金 301,847 301,847 

その他利益剰余金   

別途積立金 2,059,000 1,559,000 

繰越利益剰余金 △378,063 △1,116,963 

利益剰余金合計 1,982,783 743,883 

自己株式 △2,426 △240,198 

株主資本合計 5,432,820 3,853,799 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,781 29,252 

評価・換算差額等合計 51,781 29,252 

純資産合計 5,484,602 3,883,052 

負債純資産合計 9,978,202 9,276,274 
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（訂正後） 

  （単位：千円）

 
前事業年度 

（平成20年９月30日） 
当事業年度 

（平成21年９月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,462,374 584,382 

受取手形 12,379 2,685 

売掛金 1,232,640 1,363,567 

原材料 3,995 － 

仕掛品 3,105,688 3,377,642 

原材料及び貯蔵品 － 2,829 

前渡金 100,784 37,700 

前払費用 109,132 203,937 

繰延税金資産 346,833 － 

関係会社短期貸付金 497,475 66,432 

未収入金 85,363 85,113 

その他 29,210 6,631 

貸倒引当金 △197,960 △72,310 

流動資産合計 6,787,921 5,658,611 

固定資産   

有形固定資産   

建物 552,035 615,426 

減価償却累計額 △316,783 △343,234 

建物（純額） 235,252 272,192 

構築物 15,694 15,694 

減価償却累計額 △11,108 △11,423 

構築物（純額） 4,586 4,271 

航空機 362,497 424,354 

減価償却累計額 △298,315 △332,344 

航空機（純額） 64,182 92,010 

機械及び装置 1,544,708 1,247,681 

減価償却累計額 △1,305,290 △955,109 

機械及び装置（純額） 239,417 292,571 

工具、器具及び備品 451,270 466,431 

減価償却累計額 △294,982 △323,452 

工具、器具及び備品（純額） 156,287 142,979 

土地 319,643 319,643 

リース資産 － 449,805 

減価償却累計額 － △25,588 

リース資産（純額） － 424,216 

有形固定資産合計 1,019,369 1,547,885 

無形固定資産   

借地権 181 181 

電話加入権 51,850 51,850 

ソフトウエア 263,489 432,636 

ソフトウエア仮勘定 36,262 118,027 

無形固定資産合計 351,783 602,696 
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  （単位：千円）

 
前事業年度 

（平成20年９月30日） 
当事業年度 

（平成21年９月30日） 

投資その他の資産   

投資有価証券 788,760 694,750 

関係会社株式 412,750 230,750 

出資金 30,940 30,940 

長期貸付金 － 234,150 

従業員に対する長期貸付金 17,850 13,887 

破産更生債権等 6,300 6,300 

長期前払費用 16,605 25,985 

繰延税金資産 23,716 － 

敷金及び保証金 473,032 426,376 

保険積立金 48,241 48,241 

貸倒引当金 △7,300 △244,300 

投資その他の資産合計 1,810,896 1,467,081 

固定資産合計 3,182,050 3,617,662 

資産合計 9,969,971 9,276,274 
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  （単位：千円）

 
前事業年度 

（平成20年９月30日） 
当事業年度 

（平成21年９月30日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 769,611 732,611 

リース債務 － 55,917 

未払金 415,096 388,777 

未払法人税等 63,000 66,000 

未払消費税等 71,643 － 

前受金 1,136,982 1,334,264 

預り金 228,273 381,472 

賞与引当金 201,000 145,000 

受注損失引当金 79,773 124,805 

その他 － 855 

流動負債合計 2,965,380 3,229,704 

固定負債   

リース債務 － 371,796 

繰延税金負債 － 13,042 

退職給付引当金 1,462,078 1,622,334 

役員退職慰労引当金 84,035 103,128 

長期未払金 3,976 53,216 

固定負債合計 1,550,090 2,163,517 

負債合計 4,515,470 5,393,222 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金   

資本準備金 799,193 799,193 

その他資本剰余金 1,381,270 1,278,920 

資本剰余金合計 2,180,463 2,078,113 

利益剰余金   

利益準備金 301,847 301,847 

その他利益剰余金   

別途積立金 2,059,000 1,559,000 

繰越利益剰余金 △408,164 △1,116,963 

利益剰余金合計 1,952,682 743,883 

自己株式 △2,426 △240,198 

株主資本合計 5,402,719 3,853,799 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,781 29,252 

評価・換算差額等合計 51,781 29,252 

純資産合計 5,454,500 3,883,052 

負債純資産合計 9,969,971 9,276,274 
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 (2）損益計算書 

（訂正前） 

 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

売上高 16,515,884 16,173,131 

売上原価 12,596,445 12,709,502 

売上総利益 3,919,438 3,463,629 

販売費及び一般管理費   

販売費 2,053,176 1,983,800 

一般管理費 1,715,728 1,637,296 

販売費及び一般管理費合計 3,768,904 3,621,096 

営業利益又は営業損失（△） 150,534 △157,467 

営業外収益   

受取利息 9,364 14,019 

受取配当金 23,927 15,721 

不動産賃貸料 31,944 29,690 

受取保険金 4,070 － 

保険配当金 13,952 24,271 

雑収入 23,339 18,906 

営業外収益合計 106,598 102,609 

営業外費用   

支払利息 31,927 40,924 

アドバイザリー手数料 50,000 100,000 

自己株式処分費用 11,350 9,850 

シンジケートローン手数料 31,875 35,000 

不動産賃貸費用 13,105 11,778 

雑損失 6,872 34,000 

営業外費用合計 145,129 231,554 

経常利益又は経常損失（△） 112,003 △286,411 

特別利益   

固定資産売却益 26,195 － 

受取保険金 31,024 － 

受取損害賠償金 26,294 － 

前期損益修正益 － 79,409 

その他 880 － 

特別利益合計 84,395 79,409 
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 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

特別損失   

固定資産売却損 － 8,400 

固定資産除却損 19,925 13,490 

投資有価証券売却損 21,294 － 

投資有価証券評価損 6,419 53,584 

関係会社株式売却損 － 195,996 

関係会社株式評価損 4,060 6,000 

事務所移転費用 73,636 － 

貸倒引当金繰入額 1,600 223,523 

ゴルフ会員権評価損 9,010 － 

前期損益修正損 － 28,976 

特別損失合計 135,945 529,971 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 60,452 △736,973 

法人税、住民税及び事業税 51,587 54,920 

法人税等調整額 622,648 401,489 

法人税等合計 674,236 456,410 

当期純損失（△） △613,784 △1,193,383 
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（訂正後） 

 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

売上高 16,515,693 16,177,381 

売上原価 12,588,301 12,712,627 

売上総利益 3,927,391 3,464,754 

販売費及び一般管理費   

販売費 2,053,176 1,983,800 

一般管理費 1,715,728 1,637,296 

販売費及び一般管理費合計 3,768,904 3,621,096 

営業利益又は営業損失（△） 158,487 △156,342 

営業外収益   

受取利息 9,364 14,019 

受取配当金 23,927 15,721 

不動産賃貸料 31,944 29,690 

受取保険金 4,070 － 

保険配当金 13,952 24,271 

雑収入 23,339 18,906 

営業外収益合計 106,598 102,609 

営業外費用   

支払利息 31,927 40,924 

アドバイザリー手数料 50,000 100,000 

自己株式処分費用 11,350 9,850 

シンジケートローン手数料 31,875 35,000 

不動産賃貸費用 13,105 11,778 

雑損失 6,872 34,000 

営業外費用合計 145,129 231,554 

経常利益又は経常損失（△） 119,956 △285,287 

特別利益   

固定資産売却益 26,195 － 

受取保険金 31,024 － 

受取損害賠償金 26,294 － 

前期損益修正益 － 79,409 

その他 880 － 

特別利益合計 84,395 79,409 
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 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

特別損失   

固定資産売却損 － 8,400 

固定資産除却損 19,925 13,490 

投資有価証券売却損 21,294 － 

投資有価証券評価損 6,419 53,584 

関係会社株式売却損 － 195,996 

関係会社株式評価損 4,060 6,000 

事務所移転費用 73,636 － 

貸倒引当金繰入額 1,600 223,523 

ゴルフ会員権評価損 9,010 － 

特別損失合計 135,945 500,994 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 68,405 △706,872 

法人税、住民税及び事業税 51,587 54,920 

法人税等調整額 541,648 401,489 

法人税等合計 593,236 456,410 

当期純損失（△） △524,831 △1,163,282 
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売上原価明細書 

（訂正前） 

  
前事業年度 

自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当事業年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費  296,888 2.4  385,825 2.9

Ⅱ 労務費  5,099,454 40.9  5,336,430 40.8

Ⅲ 経費   

旅費交通費  468,887 478,960 

外注費 ※１ 5,071,662 5,047,304 

減価償却費  236,542 283,207 

その他  1,281,784 7,058,876 56.7 1,552,974 7,362,447 56.3

当期総製造費用  12,455,220 100.0  13,084,702 100.0

他勘定振替高 ※２ △73,773  10,949

期首仕掛品棚卸高  3,206,490  2,991,491

計  15,587,936  16,087,144

期末仕掛品棚卸高  2,991,491  3,377,642

当期製品売上原価  12,596,445  12,709,502

   

 
（脚注） 

前事業年度 当事業年度 

原価計算の方法 原価計算の方法 

 個別実際原価計算 同左 

※１ 関係会社に対する外注加工費1,659,718千円を含

む。 

※１ 関係会社に対する外注加工費1,901,710千円を含

む。 
  
※２ 機械賃貸料収入 452千円

 有形固定資産振替高 9,495 〃

 無形固定資産振替高 63,826 〃

 計 73,773千円
  

  
※２ 機械賃貸料収入 1,208千円

 有形固定資産振替高 17,591 〃

 無形固定資産振替高 81,321 〃

 前期売上原価修正額 △111,071 〃

 計 △10,949千円
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（訂正後） 

  
前事業年度 

自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日 

当事業年度 
自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費  296,888 2.4  385,825 2.9

Ⅱ 労務費  5,099,454 40.9  5,336,430 40.8

Ⅲ 経費   

旅費交通費  468,887 478,960 

外注費 ※１ 5,071,662 5,047,304 

減価償却費  236,542 283,207 

その他  1,281,784 7,058,876 56.7 1,552,974 7,362,447 56.3

当期総製造費用  12,455,220 100.0  13,084,702 100.0

他勘定振替高 ※２ △73,773  △100,121

期首仕掛品棚卸高  3,312,543  3,105,688

計  15,693,990  16,090,269

期末仕掛品棚卸高  3,105,688  3,377,642

当期製品売上原価  12,588,301  12,712,627

   

 
（脚注） 

前事業年度 当事業年度 

原価計算の方法 原価計算の方法 

 個別実際原価計算 同左 

※１ 関係会社に対する外注加工費1,659,718千円を含

む。 

※１ 関係会社に対する外注加工費1,901,710千円を含

む。 
  
※２ 機械賃貸料収入 452千円

 有形固定資産振替高 9,495 〃

 無形固定資産振替高 63,826 〃

 計 73,773千円
  

  
※２ 機械賃貸料収入 1,208千円

 有形固定資産振替高 17,591 〃

 無形固定資産振替高 81,321 〃

 計 100,121千円
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 (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10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,272,000 1,272,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 799,193 799,193 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 799,193 799,193 

その他資本剰余金   

前期末残高 1,298,200 1,381,270 

当期変動額   

自己株式の処分 83,070 △102,350 

当期変動額合計 83,070 △102,350 

当期末残高 1,381,270 1,278,920 

資本剰余金合計   

前期末残高 2,097,393 2,180,463 

当期変動額   

自己株式の処分 83,070 △102,350 

当期変動額合計 83,070 △102,350 

当期末残高 2,180,463 2,078,113 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 301,847 301,847 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 301,847 301,847 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,059,000 2,059,000 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △500,000 

当期変動額合計 － △500,000 

当期末残高 2,059,000 1,559,000 
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 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

繰越利益剰余金   

前期末残高 308,067 △378,063 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 500,000 

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △613,784 △1,193,383 

当期変動額合計 △686,130 △738,900 

当期末残高 △378,063 △1,116,963 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,668,914 1,982,783 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △613,784 △1,193,383 

当期変動額合計 △686,130 △1,238,900 

当期末残高 1,982,783 743,883 

自己株式   

前期末残高 △178,308 △2,426 

当期変動額   

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 178,920 362,250 

当期変動額合計 175,881 △237,771 

当期末残高 △2,426 △240,198 

株主資本合計   

前期末残高 5,859,999 5,432,820 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △613,784 △1,193,383 

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 261,990 259,900 

当期変動額合計 △427,178 △1,579,021 

当期末残高 5,432,820 3,853,799 

39



 

 

 
 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 97,510 51,781 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

△45,728 △22,528 

当期変動額合計 △45,728 △22,528 

当期末残高 51,781 29,252 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 97,510 51,781 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

△45,728 △22,528 

当期変動額合計 △45,728 △22,528 

当期末残高 51,781 29,252 

純資産合計   

前期末残高 5,957,510 5,484,602 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △613,784 △1,193,383 

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 261,990 259,900 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,728 △22,528 

当期変動額合計 △472,907 △1,601,550 

当期末残高 5,484,602 3,883,052 
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（訂正後） 

 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,272,000 1,272,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 799,193 799,193 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 799,193 799,193 

その他資本剰余金   

前期末残高 1,298,200 1,381,270 

当期変動額   

自己株式の処分 83,070 △102,350 

当期変動額合計 83,070 △102,350 

当期末残高 1,381,270 1,278,920 

資本剰余金合計   

前期末残高 2,097,393 2,180,463 

当期変動額   

自己株式の処分 83,070 △102,350 

当期変動額合計 83,070 △102,350 

当期末残高 2,180,463 2,078,113 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 301,847 301,847 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 301,847 301,847 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,059,000 2,059,000 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △500,000 

当期変動額合計 － △500,000 

当期末残高 2,059,000 1,559,000 
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 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

繰越利益剰余金   

前期末残高 189,012 △408,164 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 500,000 

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △524,831 △1,163,282 

当期変動額合計 △597,177 △708,798 

当期末残高 △408,164 △1,116,963 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,549,859 1,952,682 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △524,831 △1,163,282 

当期変動額合計 △597,177 △1,208,798 

当期末残高 1,952,682 743,883 

自己株式   

前期末残高 △178,308 △2,426 

当期変動額   

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 178,920 362,250 

当期変動額合計 175,881 △237,771 

当期末残高 △2,426 △240,198 

株主資本合計   

前期末残高 5,740,945 5,402,719 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △524,831 △1,163,282 

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 261,990 259,900 

当期変動額合計 △338,225 △1,548,919 

当期末残高 5,402,719 3,853,799 
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 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 97,510 51,781 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

△45,728 △22,528 

当期変動額合計 △45,728 △22,528 

当期末残高 51,781 29,252 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 97,510 51,781 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

△45,728 △22,528 

当期変動額合計 △45,728 △22,528 

当期末残高 51,781 29,252 

純資産合計   

前期末残高 5,838,455 5,454,500 

当期変動額   

剰余金の配当 △72,346 △45,516 

当期純損失（△） △524,831 △1,163,282 

自己株式の取得 △3,038 △600,021 

自己株式の処分 261,990 259,900 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,728 △22,528 

当期変動額合計 △383,954 △1,571,447 

当期末残高 5,454,500 3,883,052 
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６．その他 

(2）その他 

受注及び販売の状況（連結） 

 

（訂正前） 
① 受注の状況 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日）

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日）

比較増減 

業務区分 
受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

情報システム 10,758,541 7,003,327 13,245,759 9,023,545 2,487,218 2,020,218

コンサルタント 6,305,856 4,042,560 6,210,081 4,408,105 △95,774 365,544

合計 17,064,398 11,045,888 19,455,841 13,431,651 2,391,443 2,385,762

 

② 販売の状況 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日）

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日）

比較増減 

業務区分 
金額 

（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

情報システム 10,763,717 61.6 11,365,589 66.0 601,871 5.6

コンサルタント 6,722,678 38.4 5,844,537 34.0 △878,141 △13.1

合計 17,486,396 100.0 17,210,126 100.0 △276,270 △1.6

 

 

（訂正後） 

① 受注の状況 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日）

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日）

比較増減 

業務区分 
受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

情報システム 10,758,541 7,143,635 13,245,759 9,023,545 2,487,218 1,879,910

コンサルタント 6,305,856 4,046,550 6,210,081 4,408,105 △95,774 361,554

合計 17,064,398 11,190,186 19,455,841 13,431,651 2,391,443 2,241,464

 

② 販売の状況 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日）

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日）

比較増減 

業務区分 
金額 

（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

情報システム 10,754,991 61.4 11,365,849 66.0 610,857 5.7

コンサルタント 6,750,369 38.6 5,848,527 34.0 △901,841 △13.4

合計 17,505,360 100.0 17,214,376 100.0 △290,984 △1.7

 

 

以 上 
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