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平成 22 年６月３日 

各 位 

   

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 22 年３月期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 22 年５月 18 日に発表いたしました「平成 22 年３月期決算短信」の内容につきまして、一部訂正いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。なお、訂

正の理由は下記の通りです。 

 

（訂正の理由） 

当社が保有している市場価格のない株式を監査人の指摘により、平成 22 年３月末の純資産価値まで 46.3%

評価減した結果、145 百万円の特別損失を計上することとなりました。当社としましては、投資簿価に対し

て投資有価証券の価値が 50%以上毀損していた場合には、処理方法に関する社内規定に基づき減損処理する

ことになっておりますが、投資簿価が 46.3%の毀損であり 50%以上の毀損とはなっておらず、また今後５年間

の対象会社の事業計画を鑑みた場合、投資簿価の 100%以上に回復する見込みもあるため、減損処理はしてお

りませんでした。しかし、その後の監査で見解の相違があり、46.3%の毀損も 50%程度の毀損に該当するとい

う指摘を受けて 終的に訂正することといたしました。 

 

記 

 
（訂正箇所１） 
１ページ 
1. 22 年３月期の連結業績（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 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 ％

22年３月期 6,547 △26.8 △554 ― △597 ― △363 ―
21年３月期 8,951 △27.0 △641 ― △591 ― △842 ―

 

 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 ％ ％ ％
22年３月期 △16,344 49 ― ― △81.1 △12.5 △8.5
21年３月期 △40,588 58 ― ― △83.6 △10.7 △7.2 

(参考) 持分法投資損益 22 年３月期―百万円  21 年３月期△6百万円 

＜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 ％

22年３月期 6,547 △26.8 △554 ― △597 ― △508 ―
21年３月期 8,951 △27.0 △641 ― △591 ― △842 ―

 

会 社 名 ＫＦＥ ＪＡＰＡＮ株式会社 

（コード番号3061：名証セントレックス） 

本社所在地 横浜市港北区新横浜３丁目18番地20 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 原 田  隆 朗 

問 合 せ 先 ＣＦＯ取締役管理統括本部長 中 島  純 次 

電 話 番 号 045-474-1303  

（URL http://www.kfegr.com/） 



 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 

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 ％ ％ ％
22年３月期 △22,885 57 ― ― △135.6 △12.7 △8.5
21年３月期 △40,588 58 ― ― △83.6 △10.7 △7.2 

(参考) 持分法投資損益 22 年３月期―百万円  21 年３月期△6百万円 

 

（訂正箇所２） 

１ページ 

＜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

22年３月期 2,798 279 9.6 12,067 43 
21年３月期 6,743 636 9.3 28,233 58  

(参考) 自己資本 22 年３月期268 百万円  21 年３月期627 百万円 

＜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
22年３月期 2,653 133 4.6 5,526 36 
21年３月期 6,743 636 9.3 28,233 58  

(参考) 自己資本 22 年３月期268 百万円  21 年３月期627 百万円 

 
（訂正箇所３） 
２ページ 
(参考) 個別業績の概要 

1. 22 年３月期の個別業績（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 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 ％

22年３月期 552 △16.2 △320 ― △299 ― △471 ―
21年３月期 659 △68.8 △6 ― 16 △48.3 △40 ―

 

 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
22年３月期 △21,194 96 ― ―
21年３月期 △1,955 80 ― ―

 

＜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 ％

22年３月期 552 △16.2 △320 ― △299 ― △616 ―
21年３月期 659 △68.8 △6 ― 16 △48.3 △40 ―

 

 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
22年３月期 △27,736 04 ― ―
21年３月期 △1,955 80 ― ―
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（訂正箇所４） 
２ページ 

＜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
22年３月期 1,342 535 39.4 23,772 29 

21年３月期 1,845 999 53.9 44,766 38  
(参考) 自己資本 22 年３月期528 百万円  21 年３月期994 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
22年３月期 1,196 390 32.0 17,231 21 

21年３月期 1,845 999 53.9 44,766 38  
(参考) 自己資本 22 年３月期382 百万円  21 年３月期994 百万円 

 

（訂正箇所５） 

３ページ 

1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

＜訂正前＞ 

①当連結会計年度の概況  

（途中省略） 

これにより、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高6,547百万円(前期比26.8％減)、営業

損失554百万円(前期は営業損失641百万円)、経常損失597百万円(前期は経常損失591百万円)、当期純

損失363百万円(前期は当期純損失842百万円)となりました。  

＜訂正後＞ 

①当連結会計年度の概況  

（途中省略） 

これにより、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高6,547百万円(前期比26.8％減)、営業

損失554百万円(前期は営業損失641百万円)、経常損失597百万円(前期は経常損失591百万円)、当期純

損失508百万円(前期は当期純損失842百万円)となりました。  

 

（訂正箇所６） 

５ページ 

＜訂正前＞ 

④次期の見通し（連結） 

増減 
 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

平成23年３月期予想 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 金額 伸率(％)

売上高(百万円） 6,547 7,000 390 6.9

営業利益又は営業損失(△)(百万円） △ 554 70 624 ―

経常利益又は経常損失(△)(百万円） △ 597 40 637 ―

当期純利益又は当期純損失(△) 
(百万円） 

△ 363 130 493 ―

１株当たり当期純利益又は 
１株当たり当期純損失(△)(円) 

△ 16,344.49 5,849.01 ― ―
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＜訂正後＞ 

④次期の見通し（連結） 
増減 

 
当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

平成23年３月期予想 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 金額 伸率(％)

売上高(百万円） 6,547 7,000 390 6.9

営業利益又は営業損失(△)(百万円） △554 70 624 ―

経常利益又は経常損失(△)(百万円） △597 40 637 ―

当期純利益又は当期純損失(△) 
(百万円） 

△508 130 638 ―

１株当たり当期純利益又は 
１株当たり当期純損失(△)(円) 

△22,885.57 5,849.01 ― ―

 

（訂正箇所７） 

５ページ 

(2) 財政状態に関する分析 

＜訂正前＞ 

①資産、負債及び純資産の状況 

総資産につきましては、前期比58.5％減の2,798百万円となりました。前連結会計年度中に買収した

東莞泰山電子有限公司（以下「泰山」）の未収入金が泰山の売主であるKarce International Holding 

Company Limitedグループ（以下「売主グループ」）に帰属することとなり、未収入金が1,997百万円か

ら66百万円に大幅減額されたことが主な要因であります。  

  （途中省略） 

純資産につきましては、当期純損失363百万円を計上したことにより、356百万円減少し279百万円と

なりました。 

＜訂正後＞ 

①資産、負債及び純資産の状況 

総資産につきましては、前期比60.7％減の2,653百万円となりました。前連結会計年度中に買収した

東莞泰山電子有限公司（以下「泰山」）の未収入金が泰山の売主であるKarce International Holding 

Company Limitedグループ（以下「売主グループ」）に帰属することとなり、未収入金が1,997百万円か

ら66百万円に大幅減額されたことが主な要因であります。  

  （途中省略） 

純資産につきましては、当期純損失508百万円を計上したことにより、502百万円減少し133百万円と

なりました。 

 

（訂正箇所８） 

６ページ 

＜訂正前＞ 

②キャッシュ・フローの状況  
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 32.0 9.3 9.6

時価ベースの自己資本比率 24.6 6.9 20.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 35.7 ― ―

インタレスト・カバレッジ・ レシオ 18.8 ― ―

  （注記省略） 
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＜訂正後＞ 

②キャッシュ・フローの状況  
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 32.0 9.3 4.6

時価ベースの自己資本比率 24.6 6.9 21.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 35.7 ― ―

インタレスト・カバレッジ・ レシオ 18.8 ― ―

  （注記省略） 

 

（訂正箇所９） 

９ページ 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

＜訂正前＞ 

 当社グループの当連結会計年度の売上高は 6,547 百万円となり、前連結会計年度比では 26.8％の大幅な減

収となったため、営業損失は 554 百万円、経常損失は 597 百万円、当期純損失は 363 百万円となり、２期連

続の経常損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローでは 267 百万円のマイナスを計上しました。  

 

＜訂正後＞ 

当社グループの当連結会計年度の売上高は 6,547 百万円となり、前連結会計年度比では 26.8％の大幅な減

収となったため、営業損失は 554 百万円、経常損失は 597 百万円、当期純損失は 508 百万円となり、２期連

続の営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しております。また現金預金残高が 257 万円（前連結会計年

度末残高 952 百万円）と減少し、短期有利子負債が 652 百万円と短期資金のバランスが悪化しております。  
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（訂正箇所10） 

14ページ 

4.【連結財務諸表】 

＜訂正前＞ 

(1)【連結貸借対照表】 
(単位：千円)

     前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   

  現金及び預金 952,868 257,960
  受取手形及び売掛金 1,571,253 1,158,896
  商品及び製品 758,021 290,750
  仕掛品 32,472 23,288
  原材料及び貯蔵品 49,504 55,409
  未収入金 1,997,982 66,710
  繰延税金資産 8,387 －
  その他 59,974 76,300
  貸倒引当金 △11,214 △10,659

  流動資産合計 5,419,250 1,918,656

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 186,905 178,533
    減価償却累計額 △5,717 △15,257

    建物及び構築物（純額） 181,188 163,275

   機械装置及び運搬具 379,216 408,394
    減価償却累計額 △56,483 △134,794

    機械装置及び運搬具（純額） 322,733 273,600

   リース資産 5,700 －
    減価償却累計額 △665 －

    リース資産（純額） 5,035 －

   建設仮勘定 13,193 17,826
   その他 120,893 62,398
    減価償却累計額 △91,333 △52,185

    その他（純額） 29,560 10,212

   有形固定資産合計 551,710 464,915

  無形固定資産   
   のれん 67,683 14,760
   その他 120,848 46,639

   無形固定資産合計 188,531 61,400

  投資その他の資産   
   投資有価証券 482,425 320,095
   長期貸付金 42,236 2,614
   繰延税金資産 6,565 －
   その他 80,806 79,889
   貸倒引当金 △28,204 △48,728

   投資その他の資産合計 583,830 353,871

  固定資産合計 1,324,072 880,187

 資産合計 6,743,322 2,798,844
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＜訂正後＞ 

(1)【連結貸借対照表】 
(単位：千円)

     前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 952,868 257,960

  受取手形及び売掛金 1,571,253 1,158,896
  商品及び製品 758,021 290,750
  仕掛品 32,472 23,288
  原材料及び貯蔵品 49,504 55,409
  未収入金 1,997,982 66,710
  繰延税金資産 8,387 －
  その他 59,974 76,300
  貸倒引当金 △11,214 △10,659

  流動資産合計 5,419,250 1,918,656

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 186,905 178,533
    減価償却累計額 △5,717 △15,257

    建物及び構築物（純額） 181,188 163,275

   機械装置及び運搬具 379,216 408,394
    減価償却累計額 △56,483 △134,794

    機械装置及び運搬具（純額） 322,733 273,600

   リース資産 5,700 －
    減価償却累計額 △665 －

    リース資産（純額） 5,035 －

   建設仮勘定 13,193 17,826
   その他 120,893 62,398
    減価償却累計額 △91,333 △52,185

    その他（純額） 29,560 10,212

   有形固定資産合計 551,710 464,915

  無形固定資産   
   のれん 67,683 14,760
   その他 120,848 46,639

   無形固定資産合計 188,531 61,400

  投資その他の資産   
   投資有価証券 482,425 174,713
   長期貸付金 42,236 2,614
   繰延税金資産 6,565 －
   その他 80,806 79,889
   貸倒引当金 △28,204 △48,728

   投資その他の資産合計 583,830 208,489

  固定資産合計 1,324,072 734,805

 資産合計 6,743,322 2,653,462
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15ページ 

＜訂正前＞ 

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,383,279 1,214,419

  短期借入金 1,438,987 358,221

  1年内返済予定の長期借入金 276,417 173,802

  1年内償還予定の社債 20,000 120,000

  リース債務 6,057 4,997

  未払法人税等 42,086 3,612

  未払金 1,837,462 96,797

  賞与引当金 16,078 8,889

  その他 140,979 80,705

  流動負債合計 5,161,347 2,061,445

 固定負債   

  社債 130,000 10,000

  長期借入金 793,451 437,399

  リース債務 13,034 3,512

  繰延税金負債 4,397 4,185

  退職給付引当金 1,300 1,900

  その他 3,780 1,291

  固定負債合計 945,963 458,288

 負債合計 6,107,311 2,519,734

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 521,846 521,846

  資本剰余金 510,846 510,846

  利益剰余金 △310,777 △674,050

  株主資本合計 721,914 358,642

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △8,460 △3,996

  為替換算調整勘定 △85,934 △86,435

  評価・換算差額等合計 △94,395 △90,431

 新株予約権 4,193 7,237

 少数株主持分 4,297 3,662

 純資産合計 636,011 279,110

負債純資産合計 6,743,322 2,798,844
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＜訂正後＞ 

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,383,279 1,214,419

  短期借入金 1,438,987 358,221

  1年内返済予定の長期借入金 276,417 173,802

  1年内償還予定の社債 20,000 120,000

  リース債務 6,057 4,997

  未払法人税等 42,086 3,612

  未払金 1,837,462 96,797

  賞与引当金 16,078 8,889

  その他 140,979 80,705

  流動負債合計 5,161,347 2,061,445

 固定負債   

  社債 130,000 10,000

  長期借入金 793,451 437,399

  リース債務 13,034 3,512

  繰延税金負債 4,397 4,185

  退職給付引当金 1,300 1,900

  その他 3,780 1,291

  固定負債合計 945,963 458,288

 負債合計 6,107,311 2,519,734

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 521,846 521,846

  資本剰余金 510,846 510,846

  利益剰余金 △310,777 △819,432

  株主資本合計 721,914 213,260

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △8,460 △3,996

  為替換算調整勘定 △85,934 △86,435

  評価・換算差額等合計 △94,395 △90,431

 新株予約権 4,193 7,237

 少数株主持分 4,297 3,662

 純資産合計 636,011 133,728

負債純資産合計 6,743,322 2,653,462
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（訂正箇所11） 

16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 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 8,951,308 6,547,950

売上原価 8,003,051 5,694,703

売上総利益 948,257 853,247

販売費及び一般管理費 1,589,521 1,407,793

営業損失（△） △641,264 △554,546

営業外収益   
 受取利息 2,548 4,165
 受取配当金 1,280 43
 受取手数料 － 4,000
 負ののれん償却額 123,664 －
 その他 12,472 20,421

 営業外収益合計 139,965 28,631

営業外費用   
 支払利息 47,629 36,322
 為替差損 30,053 33,393
 持分法による投資損失 6,836 －
 その他 5,930 1,544

 営業外費用合計 90,449 71,260

経常損失（△） △591,747 △597,175

特別利益   
 固定資産売却益 － 30
 貸倒引当金戻入額 － 344
 投資有価証券売却益 － 168,197
 関係会社株式売却益 84,000 222,721

 特別利益合計 84,000 391,293

特別損失   
 前期損益修正損 － 19,912
 固定資産売却損 2,977 －
 固定資産除却損 1,793 53
 減損損失 － 63,902
 貸倒引当金繰入額 24,962 －
 のれん償却額 － 45,132
 投資有価証券評価損 244,379 2,563
 投資有価証券売却損 － 561

 特別損失合計 274,112 132,126

税金等調整前当期純損失（△） △781,860 △338,007

法人税、住民税及び事業税 50,468 16,722

法人税等調整額 9,457 9,367

法人税等合計 59,925 26,090

少数株主利益 1,117 △825

当期純損失（△） △842,903 △363,272
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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 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 8,951,308 6,547,950

売上原価 8,003,051 5,694,703

売上総利益 948,257 853,247

販売費及び一般管理費 1,589,521 1,407,793

営業損失（△） △641,264 △554,546

営業外収益   
 受取利息 2,548 4,165
 受取配当金 1,280 43
 受取手数料 － 4,000
 負ののれん償却額 123,664 －
 その他 12,472 20,421

 営業外収益合計 139,965 28,631

営業外費用   
 支払利息 47,629 36,322
 為替差損 30,053 33,393
 持分法による投資損失 6,836 －
 その他 5,930 1,544

 営業外費用合計 90,449 71,260

経常損失（△） △591,747 △597,175

特別利益   
 固定資産売却益 － 30
 貸倒引当金戻入額 － 344
 投資有価証券売却益 － 168,197
 関係会社株式売却益 84,000 222,721

 特別利益合計 84,000 391,293

特別損失   
 前期損益修正損 － 19,912
 固定資産売却損 2,977 －
 固定資産除却損 1,793 53
 減損損失 － 63,902
 貸倒引当金繰入額 24,962 －
 のれん償却額 － 45,132
 投資有価証券評価損 244,379 147,945
 投資有価証券売却損 － 561

 特別損失合計 274,112 277,508

税金等調整前当期純損失（△） △781,860 △483,389

法人税、住民税及び事業税 50,468 16,722

法人税等調整額 9,457 9,367

法人税等合計 59,925 26,090

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,117 △825

当期純損失（△） △842,903 △508,654
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（訂正箇所12） 

17ページ 

＜訂正前＞ 

(3)【連結株主資本等変動計算書】 
(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 469,010 521,846
  当期変動額   
   新株の発行 52,836 －

   当期変動額合計 52,836 －

  当期末残高 521,846 521,846

 資本剰余金   
  前期末残高 458,010 510,846
  当期変動額   
   新株の発行 52,836 －

   当期変動額合計 52,836 －

  当期末残高 510,846 510,846

 利益剰余金   
  前期末残高 539,946 △310,777
  当期変動額   
   剰余金の配当 △7,820 －
   当期純損失（△） △842,903 △363,272

   当期変動額合計 △850,723 △363,272

  当期末残高 △310,777 △674,050

 株主資本合計   
  前期末残高 1,466,966 721,914
  当期変動額   
   新株の発行 105,672 －
   剰余金の配当 △7,820 －
   当期純損失（△） △842,903 △363,272

   当期変動額合計 △745,050 △363,272

  当期末残高 721,914 358,642

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 12,460 △8,460
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △20,920 4,464

   当期変動額合計 △20,920 4,464

  当期末残高 △8,460 △3,996

 為替換算調整勘定   
  前期末残高 △90,004 △85,934
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 4,069 △500

   当期変動額合計 4,069 △500

  当期末残高 △85,934 △86,435

      

 



 13

＜訂正後＞ 

(3)【連結株主資本等変動計算書】 
(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 469,010 521,846
  当期変動額   
   新株の発行 52,836 －

   当期変動額合計 52,836 －

  当期末残高 521,846 521,846

 資本剰余金   
  前期末残高 458,010 510,846
  当期変動額   
   新株の発行 52,836 －

   当期変動額合計 52,836 －

  当期末残高 510,846 510,846

 利益剰余金   
  前期末残高 539,946 △310,777
  当期変動額   
   剰余金の配当 △7,820 －
   当期純損失（△） △842,903 △508,654

   当期変動額合計 △850,723 △508,654

  当期末残高 △310,777 △819,432

 株主資本合計   
  前期末残高 1,466,966 721,914
  当期変動額   
   新株の発行 105,672 －
   剰余金の配当 △7,820 －
   当期純損失（△） △842,903 △508,654

   当期変動額合計 △745,050 △508,654

  当期末残高 721,914 213,260

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 12,460 △8,460
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △20,920 4,464

   当期変動額合計 △20,920 4,464

  当期末残高 △8,460 △3,996

 為替換算調整勘定   
  前期末残高 △90,004 △85,934
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 4,069 △500

   当期変動額合計 4,069 △500

  当期末残高 △85,934 △86,435
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18ページ 

＜訂正前＞ 

 (3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

    

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

 評価・換算差額等合計   

  前期末残高 △77,543 △94,395

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△16,851 3,963

   当期変動額合計 △16,851 3,963

  当期末残高 △94,395 △90,431

新株予約権   

 前期末残高 1,932 4,193

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,260 3,043

  当期変動額合計 2,260 3,043

 当期末残高 4,193 7,237

少数株主持分   

 前期末残高 3,386 4,297

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 911 △635

  当期変動額合計 911 △635

 当期末残高 4,297 3,662

純資産合計   

 前期末残高 1,394,742 636,011

 当期変動額   

  新株の発行 105,672 －

  剰余金の配当 △7,820 －

  当期純損失（△） △842,903 △363,272

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,679 6,371

  当期変動額合計 △758,729 △356,900

 当期末残高 636,011 279,110
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＜訂正後＞ 

(3)【連結株主資本等変動計算書】のつづき 

(単位：千円)

    

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

 評価・換算差額等合計   

  前期末残高 △77,543 △94,395

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△16,851 3,963

   当期変動額合計 △16,851 3,963

  当期末残高 △94,395 △90,431

新株予約権   

 前期末残高 1,932 4,193

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,260 3,043

  当期変動額合計 2,260 3,043

 当期末残高 4,193 7,237

少数株主持分   

 前期末残高 3,386 4,297

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 911 △635

  当期変動額合計 911 △635

 当期末残高 4,297 3,662

純資産合計   

 前期末残高 1,394,742 636,011

 当期変動額   

  新株の発行 105,672 －

  剰余金の配当 △7,820 －

  当期純損失（△） △842,903 △508,654

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,679 6,371

  当期変動額合計 △758,729 △502,282

 当期末残高 636,011 133,728
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（訂正箇所13） 

19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 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31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（△） △781,860 △338,007

 減価償却費 86,546 110,782

 減損損失 － 63,902

 のれん償却額 14,237 52,922

 負ののれん償却額 △123,664 －

 株式報酬費用 2,260 3,043

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,001 32,021

 賞与引当金の増減額（△は減少） 6,947 △5,545

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △500 900

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,639 －

 受取利息及び受取配当金 △3,829 △4,209

 為替差損益（△は益） 28,097 34,581

 支払利息 47,629 36,322

 社債発行費償却 636 －

 持分法による投資損益（△は益） 6,836 －

 有形固定資産売却損益（△は益） 2,977 △30

 固定資産除却損 1,793 2,824

 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 244,379 △167,314

 関係会社株式売却損益（△は益） △84,000 △222,721

 売上債権の増減額（△は増加） 270,637 3,988

 たな卸資産の増減額（△は増加） △76,307 △72,916

 未収入金の増減額（△は増加） － 1,804,803

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 176,019 △3,254

 仕入債務の増減額（△は減少） △163,365 133,519

 未払金の増減額（△は減少） － △1,604,698

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △276,386 △41,372

 その他 △34,515 △9,430

 小計 △638,067 △189,888

 利息及び配当金の受取額 3,609 3,661

 利息の支払額 △45,954 △35,683

 法人税等の支払額 △106,418 △45,276

 営業活動によるキャッシュ・フロー △786,830 △267,186
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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 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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（△） △781,860 △483,389

 減価償却費 86,546 110,782

 減損損失 － 63,902

 のれん償却額 14,237 52,922

 負ののれん償却額 △123,664 －

 株式報酬費用 2,260 3,043

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,001 32,021

 賞与引当金の増減額（△は減少） 6,947 △5,545

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △500 900

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,639 －

 受取利息及び受取配当金 △3,829 △4,209

 為替差損益（△は益） 28,097 34,581

 支払利息 47,629 36,322

 社債発行費償却 636 －

 持分法による投資損益（△は益） 6,836 －

 有形固定資産売却損益（△は益） 2,977 △30

 固定資産除却損 1,793 2,824

 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 244,379 △21,932

 関係会社株式売却損益（△は益） △84,000 △222,721

 売上債権の増減額（△は増加） 270,637 3,988

 たな卸資産の増減額（△は増加） △76,307 △72,916

 未収入金の増減額（△は増加） － 1,804,803

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 176,019 △3,254

 仕入債務の増減額（△は減少） △163,365 133,519

 未払金の増減額（△は減少） － △1,604,698

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △276,386 △41,372

 その他 △34,515 △9,430

 小計 △638,067 △189,888

 利息及び配当金の受取額 3,609 3,661

 利息の支払額 △45,954 △35,683

 法人税等の支払額 △106,418 △45,276

 営業活動によるキャッシュ・フロー △786,830 △267,186
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（訂正箇所14） 

21ページ 

(5)【継続企業の前提に関する注記】 

＜訂正前＞ 

 当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 当社グループの当連結会計年度の売上高は 6,547 百万円となり、前連結会計年度比では 26.8％の大幅な減

収となったため、営業損失は 554 百万円、経常損失は 597 百万円、当期純損失は 363 百万円となり、２期連

続の経常損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローでは 267 百万円のマイナスを計上しました。 

 

＜訂正後＞ 

 当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

当社グループの当連結会計年度の売上高は 6,547 百万円となり、前連結会計年度比では 26.8％の大幅な減

収となったため、営業損失は 554 百万円、経常損失は 597 百万円、当期純損失は 508 百万円となり、２期連

続の営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しております。また現金預金残高が 257 万円（前連結会計年

度末残高 952 百万円）と減少し、短期有利子負債が 652 百万円と短期資金のバランスが悪化しております。  

  

 

（訂正箇所15） 

29ページ 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

＜訂正前＞ 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

 
電子部品 

事業 
(千円) 

デジタル
商品事業
(千円) 

環境関連
事業 

(千円)

リアリテ
ィプロダ
クツ事業

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 
  及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 5,003,709 1,309,071 235,170 ― ― 6,547,950 ― 6,547,950

(2) セグメント間の
内部売上高又は 
振替高 

300,746 118,034 △61,505 ― 23 357,299 (357,299) ―

計 5,304,456 1,427,105 173,664 ― 23 6,905,250 (357,299) 6,547,950

営業費用 5,459,027 1,506,757 437,844 89,477 28 7,493,136 (390,639) 7,108,338

営業損失(△) △154,571 △79,652 △264,179 △89,477 △5 △587,885 33,339 △554,546

Ⅱ 資産、減価償却
費及び資本的支出    

資産 2,201,630 ― 261,740 3,615 2,101 2,469,087 329,756 2,798,844

減価償却費 30,043 2,644 7,474 ― ― 40,162 10,686 50,848

資本的支出 45,604 669 4,854 ― ― 51,128 977 52,106

（注記省略） 
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＜訂正後＞ 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

 
電子部品 

事業 
(千円) 

デジタル
商品事業
(千円) 

環境関連
事業 

(千円)

リアリテ
ィプロダ
クツ事業

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 
  及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 5,003,709 1,309,071 235,170 ― ― 6,547,950 ― 6,547,950

(2) セグメント間
の内部売上高又は 

振替高 
300,746 118,034 △61,505 ― 23 357,299 (357,299) ―

計 5,304,456 1,427,105 173,664 ― 23 6,905,250 (357,299) 6,547,950

営業費用 5,459,027 1,506,757 437,844 89,477 28 7,493,136 (390,639) 7,108,338

営業損失(△) △154,571 △79,652 △264,179 △89,477 △5 △587,885 33,339 △554,546

Ⅱ 資産、減価償却
費及び資本的支出    

資産 2,201,630 ― 261,740 3,615 2,101 2,469,087 184,374 2,653,462

減価償却費 30,043 2,644 7,474 ― ― 40,162 10,686 50,848

資本的支出 45,604 669 4,854 ― ― 51,128 977 52,106

（注記省略） 
 
 

（訂正箇所16） 

30ページ 

２ 所在地別セグメント情報 

＜訂正前＞ 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

 日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 計(千円) 消去又は 

全社(千円) 連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,851,381 4,696,569 6,547,950 ― 6,547,950

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

213,020 144,279 357,299 (357,299) ―

計 2,064,402 4,840,848 6,905,250 (357,299) 6,547,950

営業費用 2,488,558 5,004,577 7,493,136 (390,639) 7,108,338

営業損失(△) △424,156 △163,729 △587,885 33,339 △560,387

Ⅱ 資産 1,342,025 1,988,065 3,330,090 (531,246) 2,798,844

（注記省略） 
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＜訂正後＞ 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

 日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計(千円) 消去又は 
全社(千円) 

連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,851,381 4,696,569 6,547,950 ― 6,547,950

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 213,020 144,279 357,299 (357,299) ―

計 2,064,402 4,840,848 6,905,250 (357,299) 6,547,950

営業費用 2,488,558 5,004,577 7,493,136 (390,639) 7,108,338

営業損失(△) △424,156 △163,729 △587,885 33,339 △560,387

Ⅱ 資産 1,196,643 1,988,065 3,184,708 (531,246) 2,653,462

（注記省略） 

 

（訂正箇所17） 

32ページ 

＜訂正前＞ 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 28,233.58円 １株当たり純資産額 12,067.43円

１株当たり当期純損失金額（△） △40,588.58円 １株当たり当期純損失金額（△） △16,344.49円

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
希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め、記載しておりません。 

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
希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
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 前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額 (千円) 636,011 279,110

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円） 8,491 10,899

 (うち新株予約権）（千円） ( 4,193) ( 7,237)

 (うち少数株主持分）（千円） ( 4,297) ( 3,662)

普通株式に係る期末の純資産額  
(千円) 627,519 268,210

1株当たり純資産額の算定に用いられ
た期末の普通株式の数(株) 22,226 22,226
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２ １株当たり当期純損失金額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（△）
(千円) △842,903 △363,272

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) △842,903 △363,272

普通株式の期中平均株式数(株) 20,767 22,226

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 

新株予約権５種類  
(新株予約権の数3,349個)

新株予約権６種類  
(新株予約権の数3,646個)

 

＜訂正後＞ 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 28,233.58円 １株当たり純資産額 5,526.36円

１株当たり当期純損失金額（△） △40,588.58円 １株当たり当期純損失金額（△） △22,885.57円

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
希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め、記載しておりません。 

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
希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
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 前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額 (千円) 636,011 133,728

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円） 8,491 10,899

 (うち新株予約権）（千円） ( 4,193) ( 7,237)

 (うち少数株主持分）（千円） ( 4,297) ( 3,662)

普通株式に係る期末の純資産額  
(千円) 627,519 122,828

1株当たり純資産額の算定に用いられ
た期末の普通株式の数(株) 22,226 22,226

   
２ １株当たり当期純損失金額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（△）
(千円) △842,903 △508,654

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) △842,903 △508,654

普通株式の期中平均株式数(株) 20,767 22,226

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 

新株予約権５種類  
(新株予約権の数3,349個)

新株予約権６種類  
(新株予約権の数3,646個)
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（訂正箇所 18） 

34ページ 

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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 613,617 100,876
  受取手形 16,365 11,297
  売掛金 155,864 235,497
  商品及び製品 11,769 190,952
  原材料及び貯蔵品 1,437 4,708
  前払費用 5,854 3,764
  繰延税金資産 8,387 －
  短期貸付金 99,585 64,843
  未収還付法人税等 － 19,770
  その他 12,820 1,484
  貸倒引当金 △600 △23,963

  流動資産合計 925,101 609,231

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 7,147 7,021
    減価償却累計額 △3,345 △3,890

    建物（純額） 3,802 3,131

   車両運搬具 24,429 11,686
    減価償却累計額 △4,254 △6,759

    車両運搬具（純額） 20,175 4,926

   工具、器具及び備品 10,724 7,492
    減価償却累計額 △6,916 △4,646

    工具、器具及び備品（純額） 3,808 2,845

   有形固定資産合計 27,786 10,903

  無形固定資産   
   特許実施権 35,833 －
   商標権 491 409
   ソフトウエア 35,282 4,382

   無形固定資産合計 71,607 4,792

  投資その他の資産   
   投資有価証券 359,721 320,095
   関係会社株式 398,267 366,680
   長期貸付金 32,614 2,614
   従業員に対する長期貸付金 323 －
   破産更生債権等 344 45,833
   長期前払費用 371 2,828
   繰延税金資産 6,565 －
   差入保証金 19,796 27,068
   長期未収入金 19,924 －
   その他 10,922 705
   貸倒引当金 △28,201 △48,728

   投資その他の資産合計 820,650 717,098

  固定資産合計 920,044 732,794

 資産合計 1,845,146 1,342,025
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＜訂正後＞ 

(1)【貸借対照表】 
(単位：千円)

     前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 613,617 100,876
  受取手形 16,365 11,297
  売掛金 155,864 235,497
  商品及び製品 11,769 190,952
  原材料及び貯蔵品 1,437 4,708
  前払費用 5,854 3,764
  繰延税金資産 8,387 －
  短期貸付金 99,585 64,843
  未収消費税等 － 19,770
  その他 12,820 1,484
  貸倒引当金 △600 △23,963

  流動資産合計 925,101 609,231

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 7,147 7,021
    減価償却累計額 △3,345 △3,890

    建物（純額） 3,802 3,131

   車両運搬具 24,429 11,686
    減価償却累計額 △4,254 △6,759

    車両運搬具（純額） 20,175 4,926

   工具、器具及び備品 10,724 7,492
    減価償却累計額 △6,916 △4,646

    工具、器具及び備品（純額） 3,808 2,845

   有形固定資産合計 27,786 10,903

  無形固定資産   
   特許実施権 35,833 －
   商標権 491 409
   ソフトウエア 35,282 4,382

   無形固定資産合計 71,607 4,792

  投資その他の資産   
   投資有価証券 359,721 174,713
   関係会社株式 398,267 366,680
   長期貸付金 32,614 2,614
   従業員に対する長期貸付金 323 －
   破産更生債権等 344 45,833
   長期前払費用 371 2,828
   繰延税金資産 6,565 －
   差入保証金 19,796 27,068
   長期未収入金 19,924 －
   その他 10,922 705
   貸倒引当金 △28,201 △48,728

   投資その他の資産合計 820,650 571,716

  固定資産合計 920,044 587,412

 資産合計 1,845,146 1,196,643
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35ページ 

＜訂正前＞ 

 (1)【貸借対照表】 
(単位：千円)

     前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 58,552 157,604
  短期借入金 200,000 12,000
  1年内返済予定の長期借入金 78,236 117,978
  1年内償還予定の社債 20,000 120,000
  未払金 15,009 79,518
  未払費用 4,574 5,696
  未払法人税等 39,665 2,254
  預り金 2,024 2,074
  賞与引当金 7,632 8,889
  その他 169 3,332

  流動負債合計 425,864 509,349

 固定負債   
  社債 130,000 10,000
  長期借入金 285,330 283,883
  退職給付引当金 1,000 1,900
  その他 3,780 1,291

  固定負債合計 420,110 297,075

 負債合計 845,975 806,424

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 521,846 521,846
  資本剰余金   
   資本準備金 510,846 510,846

   資本剰余金合計 510,846 510,846

  利益剰余金   
   その他利益剰余金   
    繰越利益剰余金 △29,254 △500,333

   利益剰余金合計 △29,254 △500,333

  株主資本合計 1,003,438 532,358

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △8,460 △3,996

  評価・換算差額等合計 △8,460 △3,996

 新株予約権 4,193 7,237

 純資産合計 999,171 535,600

負債純資産合計 1,845,146 1,342,025
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＜訂正後＞ 

(1)【貸借対照表】 
(単位：千円)

     前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 58,552 157,604
  短期借入金 200,000 12,000
  1年内返済予定の長期借入金 78,236 117,978
  1年内償還予定の社債 20,000 120,000
  未払金 15,009 79,518
  未払費用 4,574 5,696
  未払法人税等 39,665 2,254
  預り金 2,024 2,074
  賞与引当金 7,632 8,889
  その他 169 3,332

  流動負債合計 425,864 509,349

 固定負債   
  社債 130,000 10,000
  長期借入金 285,330 283,883
  退職給付引当金 1,000 1,900
  その他 3,780 1,291

  固定負債合計 420,110 297,075

 負債合計 845,975 806,424

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 521,846 521,846
  資本剰余金   
   資本準備金 510,846 510,846

   資本剰余金合計 510,846 510,846

  利益剰余金   
   その他利益剰余金   
    繰越利益剰余金 △29,254 △645,715

   利益剰余金合計 △29,254 △645,715

  株主資本合計 1,003,438 386,976

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △8,460 △3,996

  評価・換算差額等合計 △8,460 △3,996

 新株予約権 4,193 7,237

 純資産合計 999,171 390,218

負債純資産合計 1,845,146 1,196,643
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（訂正箇所19） 

37ページ 

(2)【損益計算書】 

＜訂正前＞ 
(単位：千円)

  
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

特別損失   
 前期損益修正損 － 16,925
 固定資産売却損 2,977 －
 固定資産除却損 1,612 53
 減損損失 － 64,018
 貸倒引当金繰入額 24,962 －
 投資有価証券売却損 － 561
 投資有価証券評価損 60,388 2,563
 関係会社株式売却損 － 64,266
 関係会社整理損 － 11,266

 特別損失合計 89,940 159,655

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8,525 △458,965

法人税、住民税及び事業税 44,472 2,746

法人税等調整額 4,669 9,367

法人税等合計 49,141 12,113

当期純損失（△） △40,616 △471,079

    

 

＜訂正後＞ 
(単位：千円)

  
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

特別損失   
 前期損益修正損 － 16,925
 固定資産売却損 2,977 －
 固定資産除却損 1,612 53
 減損損失 － 64,018
 貸倒引当金繰入額 24,962 －
 投資有価証券売却損 － 561
 投資有価証券評価損 60,388 147,945
 関係会社株式売却損 － 64,266
 関係会社整理損 － 11,266

 特別損失合計 89,940 305,037

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8,525 △604,347

法人税、住民税及び事業税 44,472 2,746

法人税等調整額 4,669 9,367

法人税等合計 49,141 12,113

当期純損失（△） △40,616 △616,461
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（訂正箇所20） 

38ページ 

(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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 469,010 521,846
  当期変動額   
   新株の発行 52,836 －

   当期変動額合計 52,836 －

  当期末残高 521,846 521,846

 資本剰余金   
  資本準備金   
   前期末残高 458,010 510,846
   当期変動額   
    新株の発行 52,836 －

    当期変動額合計 52,836 －

   当期末残高 510,846 510,846

  資本剰余金合計   
   前期末残高 458,010 510,846
   当期変動額   
    新株の発行 52,836 －

    当期変動額合計 52,836 －

   当期末残高 510,846 510,846

 利益剰余金   
  その他利益剰余金   
   繰越利益剰余金   
    前期末残高 19,181 △29,254
    当期変動額   
     剰余金の配当 △7,820 －
     当期純損失（△） △40,616 △471,079

     当期変動額合計 △48,436 △471,079

    当期末残高 △29,254 △500,333

  利益剰余金合計   
   前期末残高 19,181 △29,254
   当期変動額   
    剰余金の配当 △7,820 －
    当期純損失（△） △40,616 △471,079

    当期変動額合計 △48,436 △471,079

   当期末残高 △29,254 △500,333

 株主資本合計   
  前期末残高 946,201 1,003,438
  当期変動額   
   新株の発行 105,672 －
   剰余金の配当 △7,820 －
   当期純損失（△） △40,616 △471,079

   当期変動額合計 57,236 △471,079

  当期末残高 1,003,438 532,358
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＜訂正後＞ 
（単位：千円）

      
前事業年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 469,010 521,846
  当期変動額   
   新株の発行 52,836 －

   当期変動額合計 52,836 －

  当期末残高 521,846 521,846

 資本剰余金   
  資本準備金   
   前期末残高 458,010 510,846
   当期変動額   
    新株の発行 52,836 －

    当期変動額合計 52,836 －

   当期末残高 510,846 510,846

  資本剰余金合計   
   前期末残高 458,010 510,846
   当期変動額   
    新株の発行 52,836 －

    当期変動額合計 52,836 －

   当期末残高 510,846 510,846

 利益剰余金   
  その他利益剰余金   
   繰越利益剰余金   
    前期末残高 19,181 △29,254
    当期変動額   
     剰余金の配当 △7,820 －
     当期純損失（△） △40,616 △616,461

     当期変動額合計 △48,436 △616,461

    当期末残高 △29,254 △645,715

  利益剰余金合計   
   前期末残高 19,181 △29,254
   当期変動額   
    剰余金の配当 △7,820 －
    当期純損失（△） △40,616 △616,461

    当期変動額合計 △48,436 △616,461

   当期末残高 △29,254 △645,715

 株主資本合計   
  前期末残高 946,201 1,003,438
  当期変動額   
   新株の発行 105,672 －
   剰余金の配当 △7,820 －
   当期純損失（△） △40,616 △616,461

   当期変動額合計 57,236 △616,461

  当期末残高 1,003,438 386,976
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39ページ 

(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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 △2,198 △8,460
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △6,262 4,464

   当期変動額合計 △6,262 4,464

  当期末残高 △8,460 △3,996

 評価・換算差額等合計   
  前期末残高 △2,198 △8,460
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △6,262 4,464

   当期変動額合計 △6,262 4,464

  当期末残高 △8,460 △3,996

新株予約権   
 前期末残高 1,932 4,193
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,260 3,043

  当期変動額合計 2,260 3,043

 当期末残高 4,193 7,237

純資産合計   
 前期末残高 945,935 999,171
 当期変動額   
  新株の発行 105,672 －
  剰余金の配当 △7,820 －
  当期純損失（△） △40,616 △471,079
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,001 7,508

  当期変動額合計 53,235 △463,570

 当期末残高 999,171 535,600
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＜訂正後＞ 
（単位：千円）

    
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 △2,198 △8,460
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △6,262 4,464

   当期変動額合計 △6,262 4,464

  当期末残高 △8,460 △3,996

 評価・換算差額等合計   
  前期末残高 △2,198 △8,460
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △6,262 4,464

   当期変動額合計 △6,262 4,464

  当期末残高 △8,460 △3,996

新株予約権   
 前期末残高 1,932 4,193
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,260 3,043

  当期変動額合計 2,260 3,043

 当期末残高 4,193 7,237

純資産合計   
 前期末残高 945,935 999,171
 当期変動額   
  新株の発行 105,672 －
  剰余金の配当 △7,820 －
  当期純損失（△） △40,616 △616,461
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,001 7,508

  当期変動額合計 53,235 △608,952

 当期末残高 999,171 390,218

      
（訂正箇所21） 

40ページ 

(4)【継続企業の前提に関する注記】 

＜訂正前＞ 

 当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

当社の当事業年度の売上高は552百万円となり、営業損失は320百万円、経常損失は299百万円、当期純損失

は471百万円となり、２期連続の営業損失及び当期純損失を計上しました。  

 

＜訂正後＞ 

 当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

当社の当事業年度の売上高は 552 百万円となり、前事業年度比では 16.2％の大幅な減収となったため、営

業損失は 320 百万円、経常損失は 299 百万円、当期純損失は 616 百万円となり、２期連続の営業損失及び当

期純損失を計上しております。また現金預金残高が 100 百万円（前連結会計年度末残高 613 百万円）と減少

し、短期有利子負債が 249 百万円と短期資金のバランスが悪化しております。 

 

以上 

 


