
  
 
 
 
平成 22 年 ３ 月 19 日 

各  位 
                            会 社 名  ア ビ リ ッ ト 株 式 会 社 
                                                 代 表 者 代表取締役社長 濱 野 雅 弘 
                                                 （コード番号 ６４２３ 東証・大証第 １ 部） 

                                              問合せ先 取  締  役 
                                            責 任 者  管 理 本 部 長  原川 修一郎 

                                                 Ｔ Ｅ Ｌ  （０６）－６２４３－７７７０                
 

(訂正)「平成 21 年 12 月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 
平成 22 年２月 12 日に発表しました標記開示資料に訂正がありましたのでお知らせいたします。 

なお、数値データにつきましては、訂正はありません。 
 

記 
 
【訂正理由】 

第 54 期（平成 21 年１月１日～平成 21 年 12 月 31 日）有価証券報告書作成時において訂正が確認 
 されたためであります。 
   
※正誤表（訂正箇所は、下線で表示しております。） 
 

【訂正箇所】 

４．【連結財務諸表】 
（２）【連結損益計算書】〔Ｐ．１５〕 

  
 
【訂正前】                                    (単位：千円) 

  
前連結会計年度 

(自 平成 20 年１月１日 
至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年 12 月 31 日)

特別利益   

 前期損益修正益 －    19,519

 固定資産売却益 ※3 8,774 －
 

特別損失   

 固定資産売却損 ※4 1,440,131 －

 固定資産除却損 ※5 146,692 ※5 7,594

 投資有価証券評価損 1,565 46,061

 投資有価証券売却損 331,730 －

 減損損失 － ※6 235,328

 開発中止損失 597,354 207,020

 事業構造改善費用 － ※7 1,446,673
 

 
【訂正後】                                   (単位：千円) 

  
前連結会計年度 

(自 平成 20 年１月１日 
至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年 12 月 31 日)

特別利益   

 前期損益修正益 － ※3 19,519

 固定資産売却益 ※4 8,774 －
 

特別損失   

 固定資産売却損 ※5 1,440,131 －

 固定資産除却損 ※6 146,692 ※6 7,594

 投資有価証券評価損 1,565 46,061

 投資有価証券売却損 331,730 －

 減損損失 － ※7 235,328

 開発中止損失 597,354 207,020

 事業構造改善費用 － ※8 1,446,673
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【訂正箇所】 

４．【連結財務諸表】 
（８）【連結財務諸表に関する注記事項】（連結損益計算書関係）〔Ｐ．２８〕 

 
【訂正前】 

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

＜前 略＞ ＜前 略＞ 
※３ 固定資産売却益の内訳は次の通りであります。 

土地 7,960千円
建物及び構築物 813千円 

─── 
 
    

※４ 固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 
建物及び構築物 898,601千円

 土地 486,820千円
 工具、器具及び備品 54,709千円 

─── 

  
※５ 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 

工具、器具及び備品 142,729千円
 建物及び構築物 3,911千円
 機械装置 50千円 

※５ 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 
工具、器具及び備品 1,200千円

 建物及び構築物 6,362千円
   ※６  減損損失の内訳は次の通りであります。 
建物及び構築物 31,854千円

 土地 203,371千円
 工具、器具及び備品 102千円

＜中 略＞ 
 

 ※７ 事業構造改善費用の内訳は次の通りであります。 
たな卸資産廃棄損 916,365千円

 開発中止損失 441,611千円
 固定資産廃棄損 88,696千円

 
 

【訂正後】 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

＜前 略＞ 
 

─── 
 

＜前 略＞ 
 
※３ 前期損益修正益の内訳は次の通りであります。 
    過年度減価償却費修正       19,519千円

 
※４ 固定資産売却益の内訳は次の通りであります。 

土地 7,960千円
建物及び構築物 813千円 

 
─── 

 
    

※５ 固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 
建物及び構築物 898,601千円

 土地 486,820千円
 工具、器具及び備品 54,709千円 

─── 

  
※６ 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 

工具、器具及び備品 142,729千円
 建物及び構築物 3,911千円
 機械装置 50千円 

※６ 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 
工具、器具及び備品 1,200千円

 建物及び構築物 6,362千円
   ※７  減損損失の内訳は次の通りであります。 
建物及び構築物 31,854千円

 土地 203,371千円
 工具、器具及び備品 102千円

＜中 略＞ 
 ※８ 事業構造改善費用の内訳は次の通りであります。 

たな卸資産廃棄損 916,365千円
 開発中止損失 441,611千円
 固定資産廃棄損 88,696千円
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【訂正箇所】 

４．【連結財務諸表】 
（８）【連結財務諸表に関する注記事項】（連結株主資本等変動計算書関係）〔Ｐ．２９〕  

【訂正前】 
当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

＜前 略＞ 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
目的となる株式の数(株) 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類

前連結 
会計年度末

増加 減少 
当連結 

会計年度末 

当連結会計
年度末残高
(千円) 

提出会社 
第１回新株予約権 

（平成21年８月10日発行） 
普通株式 ― 7,200,000 ― 7,200,000 4,000

提出会社 

 
第１回乃至第６回無担保転

換社債型新株予約権付社債  

（平成21年８月10日発行）  
 

普通株式 ― 9,615,380 ― 9,615,380 1,000,000

合計 ― 16,815,380 ― 16,815,380 1,004,000

＜後 略＞ 

 
 
【訂正後】 
当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

＜前 略＞ 
目的となる株式の数(株) 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類

前連結 
会計年度末

増加 減少 
当連結 

会計年度末 

当連結会計
年度末残高
(千円) 

提出会社 
第１回新株予約権 

（平成21年８月10日発行） 
普通株式 ― 7,200,000 ― 7,200,000 4,000

提出会社 

 
第１回乃至第６回無担保転

換社債型新株予約権付社債  

（平成21年８月10日発行）  
 

普通株式 ― 9,615,380 ― 9,615,380 ―

合計 ― 16,815,380 ― 16,815,380 4,000

＜後 略＞ 

 
【訂正箇所】 

４．【連結財務諸表】 
（８）【連結財務諸表に関する注記事項】（連結キャッシュ・フロー計算書関係）〔Ｐ．３０〕  

【訂正前】 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

＜前 略＞ 
※２ 事業分離により増減した資産及び負債の内訳 
  クリエイションカード㈱プリペイドカード事業の移

転した事業に係る移転直前の資産及び負債の内容な
らびに事業譲渡による収入の関係は次の通りであり
ます。 
流動資産 1,304,961千円 
固定資産 1,921,094千円 
流動負債 △47,574千円 
固定負債 △1,178,481千円 
事業分割交付金に 
よる収入 

2,000,000千円 

 

＜前 略＞ 
─── 

  

 

【訂正後】 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

＜前 略＞ 
※２ 事業分離により増減した資産及び負債の内訳 
  クリエイションカード㈱プリペイドカード事業の移

転した事業に係る移転直前の資産及び負債の内容な
らびに事業譲渡による収入の関係は次の通りであり
ます。 
流動資産 1,304,961千円 
固定資産 1,921,094千円 
流動負債 △47,574千円 
固定負債 △1,178,481千円 
事業分割交付金に 
よる収入 

2,000,000千円 

 

＜前 略＞ 
 ※２ 連結の範囲の変動により増減した資産、負債及び

純資産の内訳 
シスコン㈱を連結の範囲から除外する直前の資産、
負債及び純資産の内容は次のとおりであります。 
   
流動資産 242,057千円 

固定資産 45,965千円 

流動負債 △456,124千円 

固定負債 △99,664千円 

純資産 △267,767千円 
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【訂正箇所】 

４．【連結財務諸表】 
（８）【連結財務諸表に関する注記事項】（重要な後発事象）〔Ｐ．３４〕 

 

【訂正前】 

＜前 略＞ 

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

平成22年２月８日付で、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使がなされ、全額の170,000
千円が株式に転換されております。 
この結果、１年内償還予定の新株予約権付社債が170,000千円減少し、株式数は1,634千株、資本金及び 

資本準備金はそれぞれ85,000千円増加いたしました。 
これにより、平成 22 年２月８日現在の１年内償還予定の新株予約権付社債は 830,000 千円、発行済株式

数は 38,733 千株に、資本金は 6,152,239 千円に、資本準備金は 2,123,756 千円となっております。 

 

【訂正後】 

＜前 略＞ 

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

平成22年２月８日付で、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使がなされ、全額の170,000
千円が株式に転換されております。 
この結果、１年内償還予定の新株予約権付社債が170,000千円減少し、株式数は1,634千株、資本金及び 

資本剰余金はそれぞれ85,000千円増加いたしました。 
これにより、平成 22 年２月８日現在の１年内償還予定の新株予約権付社債は 830,000 千円、発行済株式

数は 38,733 千株に、資本金は 6,152,239 千円に、資本剰余金は 2,701,934 千円となっております。 
 

以 上 
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