
平成22年4月19日 

各      位 

会 社 名  株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ 

代表者名  代表取締役社長 山口 修司 

（ＪＡＳＤＡＱ  コード ６６３３） 

問合せ先 執行役員 管理統括部 部長 

            大野 聡太郎 

（ＴＥＬ. ０３－５７９３－８８００） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成 21 年 12 月期決算短信の一部訂正について 

 

当社が平成 22 年 2 月 19 日に公表いたしました「平成 21 年 12 月期決算短信」に訂正がありました

ので、下記の通りお知らせいたします。また、訂正部分には波線（   ）を付しております。 

なお、本訂正内容につきましては、平成 22 年 3 月 31 日に提出済みの有価証券報告書に反映してお

ります。 

 

記 

1. 訂正の主な内容： 

① 内部取引の消去処理に誤りがあったため、売上高および売上原価に誤差が生じました。 

② 投資損失引当金の繰入額算定に誤りがあったため、誤差が生じました。 

③ 連結子会社からの「その他資本剰余金」を原資とする配当金について、みなし配当および子

会社株式売却損が発生しておりましたが、みなし配当に対する源泉所得税および子会社株式

売却損の法人税別表上の減算調整の処理に誤りがあり、本来存在しないはずの法人税の計上

をしていたため、誤って計上した法人税額を差し引きました。 

④ その他、経費計上漏れ、表記の誤り等を訂正いたしました。 

 

2. 平成 21 年度業績への影響額 

（単位：百万円） 

連結 個別 
項目 

訂正前（A） 訂正後（B） 訂正額（C） 訂正前（A） 訂正後（B） 訂正額（C）

売上高 2,493 2,488 △4 116 116 ―

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △639 △639 0 9 9 0

経常利益又は 

経常損失（△） 
△601 △601 0 7 7 0

当期純損失（△） △1,258 △1,248 10 △1,629 △1,600 29
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3.　訂正箇所
 

　1～2ページ　
 
【訂正前】 
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② 3～5ページ  

1. 経営成績  

【訂正前】 

(1) 経営成績に関する分析 

（中略） 

当社グループの主要顧客である金型製造業につきましては、平成 21 年 11 月単月の国内金型生産額は前年同期比

66％（経済産業省「機械統計」）、また国内製造業の先行指標ともなる工作機械受注は、金型向け工作機械の受注が平

成 21 年１～11 月の累計で前年同期比 51.6%減（日本工作機械工業会「工作機械業種別受注額」と、… 

（中略） 

その結果、当連結会計年度の売上高は 24 億 93 百万円（前年同期比 16 億 39 百万円減）、営業損失６億 39 百万円（前

年同期は８百万円の営業損失）、経常損失６億１百万円（前年同期は 11 百万円の経常損失）、当期純損失 12 億 58 百万

円（前年同期は５億３百万円の当期純損失）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は以下の通りです。 

（CAD/CAM システム事業） 

（中略） 

これらの結果、CAD/CAM システム事業の売上高は 22 億 63 百万円、営業損失は５億 35 百万円となりました。 

（中略） 

（次期の見通し） 

（中略） 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（中略） 

負債については前連結会計年度末と比較して 97 百万円増加し、23 億円となりました。主な増加要因は長期借入金

１億 91 百万円、その他のうち未払金が１億 62 百万円、主な減少要因は短期借入金が 87 百万円、賞与引当金が 23 百

万円、前受金が 63 百万円、退職給付引当金 29 百万円、役員退職慰労引当金 26 百万円であります。 

純資産については、前連結会計年度末と比較して 13 億 15 百万円減少し、21 億 50 百万円となりました。主な減少

要因は当期純損失 12 億 58 百万円、その他資本剰余金取崩しによる配当金 57 百万円であります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度の現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して３億 62 百万円減少し、25

億 66 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金は、３億 74 百万円の減少となりました。主な増加要因は売上債権の減

少額３億 60 百万円、法人税等の還付額 37 百万円、主な減少要因は税金等調整前当期純損失８億 60 百万円、仕入債務

の減少額 20 百万円、前受金の減少額 67 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動による資金は、27 百万円の減少となりました。主な増加要因は、定期預金の引出

２億 34 百万円、主な減少要因は定期預金の預入２億 28 百万円、保険積立金の積立 37 百万円であります。 
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（中略） 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 平成 21 年 12 月期 

自己資本比率 61.1％ 60.6％ 47.7％ 

時価ベースの自己資本比率 42.4％ 37.3％ 34.3％ 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率 

─ 4.1 ─ 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 

─ 18.2 ─ 

（中略） 

 

【訂正後】 

(1) 経営成績に関する分析 

（中略） 

当社グループの主要顧客である金型製造業につきましては、平成 21 年 11 月単月の国内金型生産額は前年同期比

76％（経済産業省「機械統計」）、また国内製造業の先行指標ともなる工作機械受注は、金型向け工作機械の受注が平

成 21 年１～11 月の累計で前年同期比 72%減（日本工作機械工業会「工作機械業種別受注額」と、… 

（中略） 

その結果、当連結会計年度の売上高は 24 億 88 百万円（前年同期比 16 億 43 百万円減）、営業損失６億 39 百万円（前

年同期は８百万円の営業損失）、経常損失６億１百万円（前年同期は 11 百万円の経常損失）、当期純損失 12 億 48 百万

円（前年同期は５億３百万円の当期純損失）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は以下の通りです。 

（CAD/CAM システム事業） 

（中略） 

これらの結果、CAD/CAM システム事業の売上高は 22 億 58 百万円、営業損失は５億 35 百万円となりました。 

（中略） 

②次期の見通し 

（中略） 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（中略） 

負債については前連結会計年度末と比較して 87 百万円増加し、22 億 90 百万円となりました。主な増加要因は長期

借入金１億 91 百万円、未払金が１億 62 百万円、主な減少要因は短期借入金が 87 百万円、賞与引当金が 23 百万円、

前受金が 63 百万円、退職給付引当金 29 百万円、役員退職慰労引当金 26 百万円であります。 

純資産については、前連結会計年度末と比較して 13 億 5百万円減少し、21 億 60 百万円となりました。主な減少要

因は当期純損失 12 億 48 百万円、その他資本剰余金取崩しによる配当金 57 百万円であります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度の現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して３億 62 百万円減少し、25

- 7 -



億 56 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金は、３億 84 百万円の減少となりました。主な増加要因は売上債権の減

少額３億 60 百万円、法人税等の還付額 34 百万円、主な減少要因は税金等調整前当期純損失８億 60 百万円、仕入債務

の減少額 20 百万円、前受金の減少額 67 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動による資金は、27 百万円の減少となりました。主な増加要因は、定期預金の引出

２億 31 百万円、主な減少要因は定期預金の預入２億 25 百万円、保険積立金の積立 37 百万円であります。 

（中略） 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 平成 21 年 12 月期 

自己資本比率 61.1％ 60.6％ 47.9％ 

時価ベースの自己資本比率 42.4％ 37.3％ 34.3％ 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率 

─ 4.1 ─ 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 

─ 18.2 ─ 

（中略） 
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④ 25 ページ 

４. 連結財務諸表 (7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 表示方法の変更 

【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) 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「為替損失」は、金額的重要性が増したため区

分掲記することといたしました。なお、「その他」に含めており

ました「為替損失」は前連結会計年度は、563 千円であります。

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「助成金収入」は、金額的重要性が増したため

区分掲記することといたしました。なお、「その他」に含めてお

りました「助成金収入」は前連結会計年度は、166 千円でありま

す。 

 

【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) 

―――――― （連結貸借対照表） 

1. 前連結会計年度において、無形固定資産の「その他」に含

めて表示しておりました「ソフトウェア」は、表示上の明

瞭性を高めるため、区分掲記することといたしました。な

お、前連結会計年度の「ソフトウェア」は、33,825 千円で

あります。 

2. 前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」は、総資産額の 5/100 を超

えることとなったため、区分掲記することといたしまし

た。なお、前連結会計年度の「未払金」は、74,298 千円で

あります。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「為替損失」は、金額的重要性が増したため区

分掲記することといたしました。なお、「その他」に含めており

ました「為替損失」は前連結会計年度は、563 千円であります。

―――――― 
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⑤ 27 ページ 

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) 

【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) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当               709,961 千円

賞与引当金繰入額           16,502 千円

役員退職慰労引当金繰入額        5,156 千円

退職給付費用             86,356 千円

貸倒引当金繰入額           29,607 千円

研究開発費              718,380 千円

のれん償却額             86,661 千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当               664,486 千円

賞与引当金繰入額           28,560 千円

役員退職慰労引当金繰入額        6,176 千円

退職給付費用             56,239 千円

貸倒引当金繰入額            1,068 千円

研究開発費              611,210 千円

のれん償却額              8,437 千円

 (中略)  (中略) 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具            23 千円

その他                  191 千円

計                                 215 千円

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

その他                                 1,701 千円

 (中略)  (中略) 

※５ ―――――― ※５ 事業整理損の主な内容は、連結子会社の吸収合併に伴

う営業拠点の統合に係る固定資産除却損、連結子会社の

早期退職優遇制度の実施に係る特別退職割増加算金等

であります。 

 (中略)  (中略) 

※８ 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

対象 種類 減損損失 

コンピュータエン 

ジニアリング㈱ 

のれん 641,000 千円

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フローを

生み出し、継続的に収支の把握がなされる 小の管理会

計上の単位に基づき資産のグルーピングを行っており

ます。 

上記資産グループののれんについては、取得時に検討

した事業計画において、当初想定していた収益が見込め

なくなったため回収可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。 

なお、のれんの回収可能額は使用価値によっており、

当該のれんに係る資産グループの修正後事業計画に割

引率 13.3％を適用して測定しております。 

※８ 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

対象 種類 減損損失 

コンピュータエン

ジニアリング㈱ 

のれん 87,187 千円

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フローを

生み出し、継続的に収支の把握がなされる 小の管理会

計上の単位に基づき資産のグルーピングを行っており

ます。 

上記資産グループののれんについては、取得時に検討

した事業計画において、当初想定していた収益が見込め

なくなったため回収可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。 

なお、のれんの回収可能額は使用価値によっており、

当該のれんに係る資産グループの修正後事業計画に割

引率 10.3％を適用して測定しております。 

※９ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下に

よる簿価切下額 

売上原価           16,943千円 

特別損失           22,069千円 

※９ ―――――― 
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【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) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当               709,961 千円

賞与引当金繰入額           16,502 千円

役員退職慰労引当金繰入額        5,156 千円

退職給付費用             86,356 千円

貸倒引当金繰入額           29,607 千円

研究開発費              718,380 千円

のれん償却額             86,661 千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当               664,486 千円

役員退職慰労引当金繰入額        6,176 千円

退職給付費用             56,695 千円

貸倒引当金繰入額            1,068 千円

研究開発費              611,210 千円

のれん償却額              8,437 千円

 (中略)  (中略) 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具            23 千円

その他                  191 千円

計                                 215 千円

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

工具器具及び備品              1,701 千円

 (中略)  (中略) 

※５ ―――――― ※５ 事業整理損の主な内容は、拠点統合費用 38,063 千円お

よび特別退職割増加算金 132,306 千円であります。 

 (中略)  (中略) 

※８ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下に

よる簿価切下額 

売上原価           16,943千円 

特別損失           22,069千円 

※８ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下に

よる簿価切下額 

売上原価           1,967 千円 

※９ 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

対象 種類 減損損失 

コンピュータエン 

ジニアリング㈱ 

のれん 641,000 千円

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フローを

生み出し、継続的に収支の把握がなされる 小の管理会

計上の単位に基づき資産のグルーピングを行っており

ます。 

上記資産グループののれんについては、取得時に検討

した事業計画において、当初想定していた収益が見込め

なくなったため回収可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。 

なお、のれんの回収可能額は使用価値によっており、

当該のれんに係る資産グループの修正後事業計画に割

引率13.3％を適用して測定しております。 

※９ 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

対象 種類 減損損失 

コンピュータエン

ジニアリング㈱ 

のれん 87,187 千円

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フローを

生み出し、継続的に収支の把握がなされる 小の管理会

計上の単位に基づき資産のグルーピングを行っており

ます。 

上記資産グループののれんについては、取得時に検討

した事業計画において、当初想定していた収益が見込め

なくなったため回収可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。 

なお、のれんの回収可能額は使用価値によっており、当

該のれんに係る資産グループの修正後事業計画に割引

率10.3％を適用して測定しております。 
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⑥ 30 ページ 

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) 

【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) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,137,638 千円

現金同等物に含める有価証券 837,625 千円

計 2,975,263 千円

預入期間３か月超の定期預金 △46,006 千円

現金及び現金同等物 2,929,257 千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,782,736 千円

現金同等物に含める有価証券 823,596 千円

計 2,606,332 千円

預入期間３か月超の定期預金 △40,000 千円

現金及び現金同等物 2,566,332 千円 

 （中略）  （中略） 

 

【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) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,137,638 千円

現金同等物に含める有価証券 837,625 千円

計 2,975,263 千円

預入期間３か月超の定期預金 △46,006 千円

現金及び現金同等物 2,929,257 千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,782,748 千円

現金同等物に含める有価証券 823,596 千円

計 2,606,344 千円

預入期間３か月超の定期預金 △50,000 千円

現金及び現金同等物 2,556,344 千円 

 （中略）  （中略） 
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 (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 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

【訂正前】 

  CAD/CAM 

システム等 
金型製造 計 消去又は全社 連結 

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 

2,263,126 230,119 2,493,245 ─ 2,493,245

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─ ─

 計 2,263,126 230,119 2,493,245 ─ 2,493,245

 営業費用 2,798,167 226,688 3,024,855 107,600 3,132,455

 営業利益又は 

営業損失（△） 

△535,041 3,431 △531,609 △107,600 △639,210

II 資産、減価償却費、減損 

損失及び資本的支出 

 

 資産 1,529,061 148,987 1,678,049 2,772,754 4,450,803

 減価償却費 75,326 5,899 81,226 18,655 99,881

 減損損失 87,187 ─ 87,187 ─ 87,187

 資本的支出 66,978 512 67,490 ─ 67,490

(注) （中略） 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る

費用 107,600 千円であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,846,125 千円）の主なものは、親会社及び連結子会社での余裕運

用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、投資不動産等であります。 

 

【訂正後】 

  CAD/CAM 

システム等 
金型製造 計 消去又は全社 連結 

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 

2,258,844 230,119 2,488,964 ─ 2,488,964

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─ ─

 計 2,258,844 230,119 2,488,964 ─ 2,488,964

 営業費用 2,795,885 226,688 3,020,573 107,599  3,128,173

 営業利益又は 

営業損失（△） 

△535,041 3,431 △531,609 (107,599) △639,209

II 資産、減価償却費、減損 

損失及び資本的支出 

 

 資産 1,289,205 148,987 1,438,192 3,012,622  4,450,815

 減価償却費 74,605 5,899 80,504 27,814 108,319

 減損損失 87,187 ─ 87,187 ─ 87,187

 資本的支出 47,913 512 48,425 ─ 48,425

(注) （中略） 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る

費用 107,599 千円であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,085,994 千円）の主なものは、親会社及び連結子会社での余裕運

用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、投資不動産等であります。 
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 (セグメント情報) ２ 所在地別セグメント情報 

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) 

【訂正前】 

  
日本 北米 アジア 計 消去又は全社 連結 

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 

2,131,345 289,720 72,179 2,493,245 ─ 2,493,245

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

58,652 ─ 727 59,379 (59,379) ─

 計 2,189,997 289,720 72,907 2,552,625 (59,379) 2,493,245

 営業費用 2,710,487 293,592 80,154 3,084,235 48,220  3,132,455

 営業損失（△） △520,490 △3,872 △7,247 △531,609 (107,600) △639,210

II 資産 1,429,764 185,785 100,310 1,715,860 2,734,943  4,450,803

(注) （中略） 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る

費用 107,600 千円であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,846,125 千円）の主なものは、親会社及び連結子会社での余裕運

用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、投資不動産等であります。 

 

【訂正後】 

  
日本 北米 アジア 計 消去又は全社 連結 

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 

2,127,063 289,720 72,179 2,488,964 ─ 2,488,964

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

58,652 ─ 727 59,379 (59,379) ─

 計 2,185,716 289,720 72,907 2,548,343 (59,379) 2,488,964

 営業費用 2,706,984 293,592 80,154 3,079,953 48,220  3,128,173

 営業損失（△） △521,268 △3,093 △7,247 △531,609 (107,599) △639,209

II 資産 1,186,078 185,785 100,310 1,472,173 2,978,641  4,450,815

(注) （中略） 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る

費用 107,599 千円であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,085,994 千円）の主なものは、親会社及び連結子会社での余裕運

用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、投資不動産等であります。 
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(セグメント情報) ３ 海外売上高 

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) 

【訂正前】 

 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 290,884 166,389 1,048 458,322

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 2,493,245

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
11.7 6.7 0.0 18.4

（中略） 

【訂正後】 

 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 290,884 166,389 1,048 458,322

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 2,488,964

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
11.7 6.7 0.0 18.4

（中略） 
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⑩ 35 ページ 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

項目 

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) 

１株当たり純資産額 297 円 22 銭 183 円 67 銭

１株当たり当期純損失（△） △43 円 38 銭 △108 円 95 銭

 (中略)  

(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

項目 

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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,465,907 2,150,443

普通株式に係る純資産額(千円) 3,432,968 2,121,446

差額の主な内訳（千円） 

少数株主持分 

32,938 28,997

 (中略)  

２. １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 

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)

連結損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △503,901 △1,258,430

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △503,901 △1,258,430

 (中略)  
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【訂正後】 

 

項目 

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) 

１株当たり純資産額 297 円 22 銭 184 円 64 銭

１株当たり当期純損失（△） △43 円 38 銭 △108 円 09 銭

 (中略)  

(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

項目 

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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,465,907 2,160,458

普通株式に係る純資産額(千円) 3,432,968 2,132,608

差額の主な内訳（千円） 

少数株主持分 

32,938 27,850

 (中略)  

２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 

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)

連結損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △503,901 △1,248,416

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △503,901 △1,248,416

 (中略)  
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【訂正後】
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 180,930 △712,152

当期変動額   

欠損填補 － 712,152

剰余金の配当 △174,964 －

当期純損失（△） △718,118 △1,600,038

当期変動額合計 △893,083 △887,885

当期末残高 △712,152 △1,600,038

自己株式   

前期末残高 △127,691 △152,603

当期変動額   

自己株式の取得 △31,431 －

自己株式の処分 6,520 －

自己株式の消却 － 36,956

当期変動額合計 △24,911 36,956

当期末残高 △152,603 △115,646

株主資本合計   

前期末残高 4,723,679 3,744,180

当期変動額   

欠損填補 － －

剰余金の配当 △174,964 －

当期純損失（△） △718,118 △1,600,038

自己株式の取得 △31,431 －

自己株式の処分 3,048 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △58,031 △57,750

当期変動額合計 △979,498 △1,657,788

当期末残高 3,744,180 2,086,392

純資産合計   

前期末残高 4,723,679 3,744,180

当期変動額   

欠損填補 － －

剰余金の配当 △174,964 －

当期純損失（△） △718,118 △1,600,038

自己株式の取得 △31,431 －

自己株式の処分 3,048 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △58,031 △57,750

当期変動額合計 △979,498 △1,657,788

当期末残高 3,744,180 2,086,392
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⑫ 43 ページ 

５．個別財務諸表 (6) 個別財務諸表に関する注記事項  

【訂正前】 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 

(平成 21 年 12 月 31 日) 

※１ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係

会社に対する主な資産・負債は、以下のとおりであり

ます。 

売掛金              8,998 千円 

短期借入金           253,912 千円 

未払金              4,906 千円 

※１ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係

会社に対する主な資産・負債は、以下のとおりでありま

す。 

売掛金               9,870 千円 

仮払金               2,602 千円 

短期借入金            125,000 千円 

未払金               4,752 千円 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日 

 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日 

 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

 （中略）  （中略） 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は 0.4％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は 99.6％でありま

す。 

主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

給料手当              22,997 千円

賞与引当金繰入額            840 千円

賃借料               11,822 千円

支払手数料             49,765 千円

減価償却費               49 千円

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は 0.5％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は 99.5％でありま

す。 

主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

 給料手当              21,921 千円

賞与引当金繰入額           1,250 千円

賃借料                6,958 千円

支払手数料             58,313 千円

減価償却費               166 千円
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【訂正後】 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 

(平成 21 年 12 月 31 日) 

※１ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係

会社に対する主な資産・負債は、以下のとおりであり

ます。 

売掛金              8,998 千円 

短期借入金           253,912 千円 

未払金              4,906 千円 

※１ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係

会社に対する主な資産・負債は、以下のとおりでありま

す。 

売掛金               9,870 千円 

その他               2,602 千円 

短期借入金            125,000 千円 

未払金               4,752 千円 

未払費用               945 千円 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日 

 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日 

 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

 （中略）  （中略） 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は 0.4％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は 99.6％でありま

す。 

主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

給料手当              22,997 千円

賞与引当金繰入額            840 千円

賃借料               11,822 千円

支払手数料             49,765 千円

減価償却費               49 千円

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は 0.5％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は 99.5％でありま

す。 

主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

 給料手当              21,921 千円

賞与                       1,416 千円

賃借料                6,958 千円

支払手数料             58,312 千円

減価償却費               166 千円

⑬ 44 ページ 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

項目 

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日 

 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日 

 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

１株当たり純資産額 324 円 17 銭 178 円 11 銭

１株当たり当期純損失（△） △61 円 82 銭 △141 円 06 銭

 (中略)  

(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

項目 

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日

 至 平成 20 年 12 月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日

 至 平成 21 年 12 月 31 日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,744,180 2,057,142

普通株式に係る純資産額(千円) 3,744,180 2,057,142

 (中略)  
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２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日

 至 平成 20 年 12 月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日

 至 平成 21 年 12 月 31 日)

損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △718,118 △1,629,287

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △718,118 △1,629,287

 (中略)  

 

【訂正後】 

項目 

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日 

 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日 

 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

１株当たり純資産額 324 円 17 銭 180 円 64 銭

１株当たり当期純損失（△） △61 円 82 銭 △138 円 53 銭

 (中略)  

(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

項目 

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日

 至 平成 20 年 12 月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日

 至 平成 21 年 12 月 31 日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,744,180 2,086,392

普通株式に係る純資産額(千円) 3,744,180 2,086,392

 (中略)  

２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日

 至 平成 20 年 12 月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日

 至 平成 21 年 12 月 31 日)

損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △718,118 △1,600,038

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △718,118 △1,600,038

 (中略)  

 

 

以  上 
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