
 

平成 22 年６月４日 

各  位 

会社名 ラ オ ッ ク ス 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 羅  怡 文 

（コード番号 ８２０２ 東 証 第 ２ 部） 

問 合 せ 先 経営企画部 IR 担当 北澤 陽一

（ＴＥＬ ０３－６８５９－３８０２） 

 

 

（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 13 日に発表いたしました「平成 22 年３月期 決算短信」の記載の内容に一部誤りがありました

ので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は下線で示しております。 

記 

 

１．訂正理由 

有形固定資産の取得価額・減価償却累計額の集計、及び、貸倒引当金繰入額・貸倒引当金戻入額の集計、並び

に、新株予約権に関する情報収集の過程における事務疎漏が判明したためです。 

 

２．訂正箇所 

 

NO 訂正箇所 短信頁

① １. 22 年３月期の連結業績 (１) 連結経営成績 １頁 

② １. 22 年３月期の個別業績 (１) 個別経営成績 ２頁 

③ １．経営成績 (１) 経営成績に関する分析 ①当期の経営成績 ３頁 

④ ４．【連結財務諸表】 (１)【連結貸借対照表】 10 頁 

⑤ ４．【連結財務諸表】 (２)【連結損益計算書】 
12 頁 

～13頁

⑥ 
（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） 

３ 新株予約権等に関する事項 
31 頁 

⑦ (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 34 頁 

⑧ ５.【個別財務諸表】 (１)【貸借対照表】 40 頁 

⑨ ５.【個別財務諸表】 (２)【損益計算書】 
42 頁 

～43頁

 

詳細は、次項以降をご覧下さい。 
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①1. 22 年３月期の連結業績 (１) 連結経営成績 

【訂正前】 

    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 9,693 △76.1 △2,178 － △2,104 － △2,536 － 

21年３月期 40,648 △31.1 △6,612 － △6,385 － △12,558 － 

 

 
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 △14 45 － － △63.0 △21.0 △22.5 

21年３月期 △208 27 － － △115.8 △30.5 △16.3 

・・・省略・・・ 

 

【訂正後】 

  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 9,693 △76.1 △2,124 － △2,050 － △2,536 － 

21年３月期 40,648 △31.1 △6,612 － △6,385 － △12,558 － 

 

 
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 △14 45 － － △63.0 △20.5 △21.9 

21年３月期 △208 27 － － △115.8 △30.5 △16.3 

・・・省略・・・ 

 

②１．22 年３月期の個別業績  (1) 個別経営成績 

【訂正前】 

  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 9,519 △75.1 △2,173 － △2,097 － △2,422 － 

21年３月期 38,264 △31.8 △5,389 － △5,197 － △11,852 － 

・・・省略・・・ 

 

【訂正後】 

 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 9,519 △75.1 △2,030 － △1,954 － △2,422 － 

21年３月期 38,264 △31.8 △5,389 － △5,197 － △11,852 － 

・・・省略・・・ 
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③１. 経営成績 (１) 経営成績に関する分析 ①当期の経営成績 

【訂正前】 

・・・省略・・・ 

 

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高 96 億 93 百万円、営業損失21 億 78 百万円、経常損失21

億４百万円、当期純損失 25 億 36 百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(イ) 物品販売事業 

・・・省略・・・ 

       

これらの施策の結果、特に 2010 年に入ってから免税品を中心とした商品販売が向上してまいり

ましたが、事業年度前半における世界同時不況、新型インフルエンザ、円高の影響もあり、当連結

会計年度の売上高は 89 億 48 百万円、営業損失は、13 億 33 百万円となりました。 

・・・省略・・・ 

 

【訂正後】 

・・・省略・・・ 

 

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高 96 億 93 百万円、営業損失21 億 24 百万円、経常損失20

億 50 百万円、当期純損失 25 億 36 百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(イ) 物品販売事業 

・・・省略・・・ 

       

これらの施策の結果、特に 2010 年に入ってから免税品を中心とした商品販売が向上してまいり

ましたが、事業年度前半における世界同時不況、新型インフルエンザ、円高の影響もあり、当連結

会計年度の売上高は 89 億 48 百万円、営業損失は、12 億 79 百万円となりました。 

        ・・・省略・・・ 
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④４．【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 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 

 ・・・省略・・・ 

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 ※１ 5,838,752 ※１ 7,953,736

    減価償却累計額 △4,650,287 △7,078,735

    建物及び構築物（純額） 1,188,464 875,001

   車両運搬具 11,475 7,315

    減価償却累計額 △10,278 △6,358

    車両運搬具（純額） 1,197 957

   工具、器具及び備品 2,295,399 3,000,401

    減価償却累計額 △2,261,628 △2,922,194

    工具、器具及び備品（純額） 33,771 78,206

   土地 ※１ 178,887 ※１ 20,943

   建設仮勘定  ─  8,262

   有形固定資産合計 1,402,320 983,370

  ・・・省略・・・ 

 

 【訂正後】 

      (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 

 ・・・省略・・・ 

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 ※１ 5,838,752 ※１ 2,895,466

    減価償却累計額 △4,650,287 △2,020,464

    建物及び構築物（純額） 1,188,464 875,001

   車両運搬具 11,475 1,437

    減価償却累計額 △10,278 △480

    車両運搬具（純額） 1,197 957

   工具、器具及び備品 2,295,399 602,857

    減価償却累計額 △2,261,628 △524,651

    工具、器具及び備品（純額） 33,771 78,206

   土地 ※１ 178,887 ※１ 20,943

   建設仮勘定  ─  8,262

   有形固定資産合計 1,402,320 983,370

  ・・・省略・・・ 
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⑤４．【連結財務諸表】 (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 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)

・・・省略・・・ 

販売費及び一般管理費 

 広告宣伝費 750,635 57,472

 運搬費 1,216,295 274,040

 減価償却費 223,621 49,301

 貸倒引当金繰入額 41,634 58,043

 給料及び手当 3,135,055 1,098,233

 法定福利費 345,198 114,199

 福利厚生費 2,355 ─

 退職給付費用 720,483 200,440

 賃借料 3,146,069 678,424

 その他 3,726,726 1,399,737

 販売費及び一般管理費合計 13,308,076 3,929,893

営業損失（△） △6,612,522 △2,178,787

・・・省略・・・ 

経常損失（△） △6,385,338 △2,104,837

特別利益 

 固定資産売却益 ※１ 92,090 ※１ 81,339

 投資有価証券売却益 16 ─

 貸倒引当金戻入額 20,966 53,373

 退職給付引当金戻入額 ─ 136,130

 ポイント引当金戻入額 ─ 75,344

 契約精算益 ─ 94,066

 その他 16,890 74,580

 特別利益合計 129,963 514,836

特別損失 

 固定資産除却損 ※１ 62,421 ※１ 10,177

 固定資産売却損 ※１ 428,078 ※１ 146,707

 投資有価証券売却損 1,441 ─

 減損損失 ※２ 2,409,139 ※２ 45,566

 店舗整理損 792,620 559,562

 退店損失引当金繰入額 1,728,036 12,000

 退職特別加算金 79,369 ─

 退職給付費用 ─ 108,434

 その他 1,142,606 102,935

 特別損失合計 6,643,714 985,385

・・・省略・・・ 
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【訂正後】 

    (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)

・・・省略・・・ 

販売費及び一般管理費 

 広告宣伝費 750,635 57,472

 運搬費 1,216,295 274,040

 減価償却費 223,621 49,301

 貸倒引当金繰入額 41,634 3,707

 給料及び手当 3,135,055 1,098,233

 法定福利費 345,198 114,199

 福利厚生費 2,355 ─

 退職給付費用 720,483 200,440

 賃借料 3,146,069 678,424

 その他 3,726,726 1,399,737

 販売費及び一般管理費合計 13,308,076 3,875,557

営業損失（△） △6,612,522 △2,124,451

・・・省略・・・ 

経常損失（△） △6,385,338 △2,050,501

特別利益 

 固定資産売却益 ※１ 92,090 ※１ 81,339

 投資有価証券売却益 16 ─

 貸倒引当金戻入額 20,966 11,915

 退職給付引当金戻入額 ─ 136,130

 ポイント引当金戻入額 ─ 75,344

 契約精算益 ─ 94,066

 その他 16,890 74,580

 特別利益合計 129,963 473,378

特別損失 

 固定資産除却損 ※１ 62,421 ※１ 10,177

 固定資産売却損 ※１ 428,078 ※１ 146,707

 投資有価証券売却損 1,441 ─

 減損損失 ※２ 2,409,139 ※２ 45,566

 店舗整理損 792,620 559,562

 退店損失引当金繰入額 1,728,036 12,000

 退職特別加算金 79,369 ─

 退職給付費用 ─ 108,434

 その他 1,142,606 115,814

 特別損失合計 6,643,714 998,263

・・・省略・・・ 
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⑥（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） 

３ 新株予約権等に関する事項 

【訂正前】 

目的となる株式の数 

 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 

当連結会計年

度末残高 

(千円) 

提出会社 

平成17年ストックオ 

プションとしての新 

株予約権 

普通株式 272 ─ ─ 272 ─

合計 272 ─ ─ 272 ─

(注) １. 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

 

【訂正後】 

目的となる株式の数(千株) 

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) 

第 1回新株予約権 普通株式 272 － 15 257 －
提出会社 

第２回新株予約権 普通株式 － 20,000 － 20,000 －

合計 272 20,000 15 20,257 －

(注) １. 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２. 目的となる株式の数の変動事由の概要 

第 1回新株予約権の減少は、付与対象者の退職によるものであります。 

 

 

⑦(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４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

【訂正前】 

 
物品販売事業

(千円) 

不動産賃貸事業

（千円） 

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ売上高及び営業利益 

 売上高 
  

 (1)外部顧客に対する売上

高 
8,948,703 641,616 103,679 9,693,999 ─ 9,693,999

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
─ 5,250 3,767 9,017 (9,017) ─

計 8,948,703 646,866 107,447 9,703,017 (9,017) 9,693,999

 営業費用 10,282,235 673,487 158,016 11,113,738 759,048 11,872,787

営業利益又は営業損失(△) △1,333,532 △26,620 △50,568 △1,410,721 (768,066) △2,178,787

・・・省略・・・ 

 

【訂正後】 

 
物品販売事業

(千円) 

不動産賃貸事業

（千円） 

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ売上高及び営業利益 

 売上高 
  

 (1)外部顧客に対する売上

高 
8,948,703 641,616 103,679 9,693,999 ─ 9,693,999

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
─ 5,250 3,767 9,017 (9,017) ─

計 8,948,703 646,866 107,447 9,703,017 (9,017) 9,693,999

 営業費用 10,227,899 673,487 158,016 11,059,402 759,048 11,818,450

営業利益又は営業損失(△) △1,279,196 △26,620 △50,568 △1,356,385 (768,066) △2,124,451

・・・省略・・・ 
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⑧５.【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 21 年 3 月 31 日) 

当事業年度 

(平成 22 年 3 月 31 日) 

資産の部 

 ・・・省略・・・ 

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物  4,243,023  4,168,654

    減価償却累計額 △3,410,693 △3,446,329

    建物（純額） 832,329 722,325

   構築物  312,275  307,476

    減価償却累計額 △302,287 △302,466

    構築物（純額） 9,988 5,009

   車両運搬具 6,909 6,909

    減価償却累計額 △5,712 △5,952

    車両運搬具（純額） 1,197 957

   工具、器具及び備品 2,036,692 2,090,914

    減価償却累計額 △2,007,247 △2,016,431

    工具、器具及び備品（純額） 29,445 74,482

   土地  110,387  6,443

   建設仮勘定  ─  8,262

   有形固定資産合計 983,347 817,480

 ・・・省略・・・ 

 

【訂正後】 

    (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 

 ・・・省略・・・ 

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物  4,243,023  2,224,481

    減価償却累計額 △3,410,693 △1,502,155

    建物（純額） 832,329 722,325

   構築物  312,275  145,557

    減価償却累計額 △302,287 △140,547

    構築物（純額） 9,988 5,009

   車両運搬具 6,909 1,437

    減価償却累計額 △5,712 △480

    車両運搬具（純額） 1,197 957

   工具、器具及び備品 2,036,692 597,219

    減価償却累計額 △2,007,247 △522,737

    工具、器具及び備品（純額） 29,445 74,482

   土地  110,387  6,443

   建設仮勘定  ─  8,262

   有形固定資産合計 983,347 817,480

 ・・・省略・・・ 
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⑨５． 【個別財務諸表】 （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)

・・・省略・・・ 

販売費及び一般管理費 

 広告宣伝費 629,497 55,203

 運搬費 1,140,213 273,449

 給料手当及び賞与 2,662,712 1,054,573

 退職給付費用 660,241 198,020

 法定福利費 275,753 106,454

 福利厚生費 1,774 ─

 貸倒引当金繰入額 8,248 142,906

 減価償却費 195,763 35,837

 賃借料 2,932,571 664,303

 支払手数料 687,436 335,520

 その他 2,289,907 964,162

 販売費及び一般管理費合計 11,484,121 3,830,430

営業損失（△） △5,389,211 △2,173,461

・・・省略・・・ 

経常損失（△） △5,197,169 △2,097,296

特別利益 

 固定資産売却益  61,846  79,968

 投資有価証券売却益 16 ─

 貸倒引当金戻入額 ─ 53,373

 退職給付引当金戻入額 ─ 136,130

 ポイント引当金戻入額 ─ 75,344

 契約精算益 ─ 94,066

 その他 5,289 58,893

 特別利益合計 67,151 497,778

特別損失 

 固定資産除却損  62,258  10,177

 固定資産売却損 421,941  101,890

 減損損失  1,426,488  45,566

 店舗整理損 768,451 504,040

 貸倒引当金繰入額 1,237,013 ─

 退店損失引当金繰入額 1,728,036 12,000

 退職給付費用 ─ 108,434

 その他 1,059,494 87,684

 特別損失合計 6,703,684 869,794

・・・省略・・・ 
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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)

・・・省略・・・ 

販売費及び一般管理費 

 広告宣伝費 629,497 55,203

 運搬費 1,140,213 273,449

 給料手当及び賞与 2,662,712 1,054,573

 退職給付費用 660,241 198,020

 法定福利費 275,753 106,454

 福利厚生費 1,774 ─

 貸倒引当金繰入額 8,248 ─

 減価償却費 195,763 35,837

 賃借料 2,932,571 664,303

 支払手数料 687,436 335,520

 その他 2,289,907 964,162

 販売費及び一般管理費合計 11,484,121 3,687,524

営業損失（△） △5,389,211 △2,030,555

・・・省略・・・ 

経常損失（△） △5,197,169 △1,954,390

特別利益 

 固定資産売却益  61,846  79,968

 投資有価証券売却益 16 ─

 貸倒引当金戻入額 ─ 11,915

 退職給付引当金戻入額 ─ 136,130

 ポイント引当金戻入額 ─ 75,344

 契約精算益 ─ 94,066

 その他 5,289 58,893

 特別利益合計 67,151 456,320

特別損失 

 固定資産除却損  62,258  10,177

 固定資産売却損 421,941  101,890

 減損損失  1,426,488  45,566

 店舗整理損 768,451 504,040

 貸倒引当金繰入額 1,237,013 101,448

 退店損失引当金繰入額 1,728,036 12,000

 退職給付費用 ─ 108,434

 その他 1,059,494 87,684

 特別損失合計 6,703,684 971,243

・・・省略・・・ 

 

以上 
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