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平成22年11月５日 

各      位 
会社名 ダイキサウンド株式会社 

（URL: http://www.daiki-sound.jp/） 

代表者名 代表取締役社長 小野間史敏 

（JASDAQ・コード番号：３３５０） 

問合せ先  

役職・氏名 管理部長 河野 昌平 

電話 ０３―３２２２―１３４１ 

 

 

 （訂正・数値データ訂正あり）「平成22年８月期決算短信」の訂正について 

 

 

平成22年10月21日付当社「平成22年８月期 決算短信」（以下、「決算短信」）において、

誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正があり

ましたので訂正後の数値データを送信します。なお、本件訂正に至った理由については早

急に社内で取りまとめて後日改めて情報開示を行います。 

 

記 

 

 

 

訂正箇所（訂正箇所及び訂正内容は下線で示しております。） 

 

１ページ（サマリー情報） 

（訂正前） 
（百万円未満切捨て）

1.22年8月期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） （%表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期 1,619 △ 37.5 △ 451 － △ 444 － △ 323 －
21年8月期 2,590 △ 33.4 △ 176 － △ 191 － △ 263 －

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 

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 売上高経常利益率

円　銭 円　銭 ％ ％ ％

22年8月期 △ 2,236.29 － － △ 14.1 △ 27.9
21年8月期 △ 2,762.51 － － △ 20.3 △ 6.8

 

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 8月 期 630 △  134 △  21.4 △  832.99
21年 8月 期 942 118 12.6 916.62  
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（訂正後） 

（百万円未満切捨て）

1.22年8月期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） （%表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期 1,620 △ 37.4 △ 322 － △ 440 － △ 313 －
21年8月期 2,590 △ 33.4 △ 176 － △ 191 － △ 263 －

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 

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 売上高経常利益率

円　銭 円　銭 ％ ％ ％

22年8月期 △ 2,170.90 － － △ 70.1 △ 19.8
21年8月期 △ 2,762.51 － － △ 20.3 △ 6.8

 

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 8月 期 628 △  132 △  21.1 33.60
21年 8月 期 942 118 12.6 916.62  
 

 

２ページ（（参考）個別業績の概要） 

（訂正前） 

（百万円未満切捨て）

1.22年8月期の個別業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） （%表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期 1,614 △ 38.0 △ 361 － △ 355 － △ 366 －
21年8月期 2,604 △ 32.8 △ 142 － △ 156 － △ 269 －

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 

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8月期 △ 2,537.50 －
21年8月期 △ 2,762.51 －  
 

 

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 8月 期 630 △  134 △  21.4 △  832.99
21年 8月 期 973 169 17.4 1 ,307.75  
 

 

 

（訂正後） 

（百万円未満切捨て）

1.22年8月期の個別業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） （%表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期 1,614 △ 38.0 △ 358 － △ 351 － △ 364 －
21年8月期 2,604 △ 32.8 △ 142 － △ 156 － △ 269 －

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 

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8月期 △ 2,521.44 －
21年8月期 △ 2,762.51 －  
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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 8月 期 628 △  132 △  21.1 33.60
21年 8月 期 973 169 17.4 1 ,307.75  
 

 

３ページ（１．経営成績 (1)経営成績に関する分析 16行目～） 

（訂正前） 
売上原価率については、返品・リベート率の改善、特別返品対象商品の販売圧縮による仕入掛率の改善及

びシステム運用費の削減等を実行しました。一方で例年原価率改善の阻害要因となっていた棚卸資産の評価

減について第13期以降の影響を抑えるため評価基準を見直し、当連結会計年度において282百万円の評価減を

実施しました。この影響により売上原価率は前期比5.8%増（前期80.3%から当期86.1%）となりましたが、棚

卸資産の評価減の影響を除いた場合の売上原価率は68.6%程度となります。 

販売費及び一般管理費については合計10百万円（前期比1.6%減）減少いたしました。 

これは、役員報酬等の人件費を63百万円（前期比61.3%減）削減したほか、本社事務所移転による地代家賃

の削減等経費全般の削減を行ったものによるものです。 

以上の結果、当期の連結業績は、売上高が1,619百万円（前期比37.5%減）と減少し、営業損失451百万円（前

期は営業損失176百万円）、経常損失444百万円（前期は経常損失191百万円）となりました。 

また、本社移転に伴う原状回復費等の特別損失19百万円、子会社売却益152百万円の影響等により、当期純

損失は323百万円（前期は当期純損失261百万円）となりました。 

 

（訂正後） 
売上原価率については、返品・リベート率の改善、特別返品対象商品の販売圧縮による仕入掛率の改善及

びシステム運用費の削減等を実行しました。一方で例年原価率改善の阻害要因となっていた棚卸資産の評価

減について第13期以降の影響を抑えるため評価基準を見直し、当連結会計年度において282百万円の評価減を

実施しました。この影響により売上原価率は前期比5.7%増（前期80.3%から当期86.0%）となりましたが、棚

卸資産の評価減の影響を除いた場合の売上原価率は68.6%程度となります。 

販売費及び一般管理費については合計140百万円（前期比12.6%減）減少いたしました。 

これは、役員報酬等の人件費を63百万円（前期比61.3%減）削減したほか、本社事務所移転による地代家賃

の削減等経費全般の削減を行ったことによるものです。 

以上の結果、当期の連結業績は、売上高が1,620百万円（前期比37.4%減）と減少し、営業損失322百万円（前

期は営業損失176百万円）、経常損失440百万円（前期は経常損失191百万円）となりました。 

また、本社移転に伴う原状回復費等の特別損失17百万円、子会社売却益159百万円の影響等により、当期純

損失は313百万円（前期は当期純損失261百万円）となりました。 

 

 

３ページ（１．経営成績 (種類別セグメント業績) 30行目～） 

（訂正前） 
（パッケージディストリビューション事業） 

売上高は、前期に対して43.3%減の1,262百万円となりました。人員の削減等に伴いスリムな組織としたた

め、これに応じて取扱う商材の選択と集中を進めた結果、月次ベースでの損益状況は改善してきております。

当連結会計年度においては、事業再構築の総仕上げとして、棚卸資産の評価減、貸倒引当金の計上の影響に

より、485百万円の営業損失となりましたが、この効果により時期以降の損益については黒字化の見込みとな

っております。 

 

（デジタルディストリビューション事業） 

売上高は、前期に対して34.5%減の141百万円となりました。 

利益面では、売上高の減少に伴い外部委託費が固定費として大きく影響することとなり、損益状況は108百

万円の営業損失となりました。 

 

（マーケティングソリューション事業） 

売上高は、173百万円となりました。また、営業利益は高水準で推移し、98百万円となりました。 

 

（その他の事業） 

当社主催ライヴやイベント等を実施し、売上高は42百万円、営業損失は14百万円となりましたが、音楽CD

のプロモーションとしての効果も期待できるため、今後も継続して取り組んでまいります。 
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（訂正後） 
（パッケージディストリビューション事業） 

売上高は、前期に対して43.3%減の1,262百万円となりました。人員の削減等に伴いスリムな組織としたた

め、これに応じて取扱う商材の選択と集中を進めた結果、月次ベースでの損益状況は改善してきております。

当連結会計年度においては、事業再構築の総仕上げとして、棚卸資産の評価減、貸倒引当金の計上の影響に

より、160百万円の営業損失となりましたが、この効果により時期以降の損益については黒字化の見込みとな

っております。 

 

（デジタルディストリビューション事業） 

売上高は、前期に対して34.5%減の141百万円となりました。 

利益面では、売上高の減少に伴い損益状況は７百万円の営業損失となりました。 

 

（マーケティングソリューション事業） 

売上高は、173百万円となりました。また、営業利益は高水準で推移し、111百万円となりました。 

 

（その他の事業） 

当社主催ライヴやイベント等を実施し、売上高は42百万円、営業利益は35百万円となりました。音楽CDの

プロモーションとしての効果も期待できるため、今後も継続して取り組んでまいります。 

 

 

５ページ（①資産、負債及び純資産の状況） 

（訂正前） 
①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

総資産は、前連結会計年度末から342百万円減少し、630百万円となりました。 

主な増加要因は、商標権の取得による無形固定資産の増加55百万円、主な減少要因は、現金及び預金70百

万円の減少、売上高の減少に伴う売掛金48百万円の減少、評価減の影響による棚卸資産250百万円の減少及び

債権管理の厳格化の影響による貸倒引当金の増加130百万円であります。 

(負債) 

負債は、前連結会計年度末から38百万円減少し、765百万円となりました。 

主な減少要因は、仕入高減少に伴う買掛金159百万円の減少、主な増加要因は、親会社からの借入金による

短期借入金110百万円の増加であります。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末から304百万円減少し、134百万円の債務超過となりました。 

主な増加要因は、第三者割当増資による資本金31百万円及び資本準備金31百万円の増加であり、主な減少

要因は、当期純損失の計上による利益剰余金366百万円の減少であります。 

 

（訂正後） 
①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

総資産は、前連結会計年度末から344百万円減少し、628百万円となりました。 

主な増加要因は、商標権の取得による無形固定資産の増加55百万円、主な減少要因は、現金及び預金70百

万円の減少、評価減の影響による棚卸資産179百万円の減少、債権管理の厳格化の影響による売掛金212百万

円の減少及び貸倒引当金の増加241百万円であります。 

(負債) 

負債は、前連結会計年度末から43百万円減少し、760百万円となりました。 

主な減少要因は、仕入高減少に伴う買掛金159百万円の減少、主な増加要因は、親会社からの借入金による

短期借入金110百万円の増加であります。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末から302百万円減少し、132百万円の債務超過となりました。 

主な増加要因は、第三者割当増資による資本金31百万円及び資本準備金31百万円の増加であり、主な減少

要因は、当期純損失の計上による利益剰余金364百万円の減少であります。 

 

 

５ページ（②キャッシュ・フローの状況） 

（訂正前） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって使用した資金は、214百万円となりました。主な増加項目は売上債権の減少による45百万

円であり、主な減少項目は税金等調整前当期純損失320百万円であります。 
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（参考）　キャッシュ・フロー関連指標の推移
平成18年８月期
（連結）

平成19年８月期
（連結）

平成20年８月期
（連結）

平成21年８月期
（連結）

平成22年８月期
（個別）

自己資本比率 43.0 5.9 11.9 12.6 △24.2
時価ベースの自己資本比率 66.2 22.2 50.8 49.0 63.8
キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 － － － － －
インタレスト・カバレッジ・
レシオ － － － － －  
 

（訂正後） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって使用した資金は、214百万円となりました。主な増加項目は売上債権の減少による60百万

円であり、主な減少項目は税金等調整前当期純損失311百万円であります。 

（参考）　キャッシュ・フロー関連指標の推移
平成18年８月期
（連結）

平成19年８月期
（連結）

平成20年８月期
（連結）

平成21年８月期
（連結）

平成22年８月期
（個別）

自己資本比率 43.0 5.9 11.9 12.6 △21.1
時価ベースの自己資本比率 66.2 22.2 50.8 49.0 65.3
キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 － － － － －
インタレスト・カバレッジ・
レシオ － － － － －  
 

 

８ページ（(5)継続企業の前提に関する重要事象等） 

（訂正前） 
当社グループは、平成18年8月期968百万円、平成19年8月期1,003百万円、平成20年8月期356百万円、平成

21年度８月期176百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても営業損失451百万円、経常損失444百

万円、当期純損失323百万円を計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、平成18年8月期1,104百

万円、平成19年8月期467百万円、平成20年8月期268百万円、平成21年度325百万円、当連結会計年度214百万

円のマイナスとなっております。 

 

（訂正後） 
当社グループは、平成18年8月期968百万円、平成19年8月期1,003百万円、平成20年8月期356百万円、平成

21年度８月期176百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても営業損失322百万円、経常損失440百

万円、当期純損失313百万円を計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、平成18年8月期1,104百

万円、平成19年8月期467百万円、平成20年8月期268百万円、平成21年度325百万円、当連結会計年度214百万

円のマイナスとなっております。 
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12ページ（１【連結財務諸表】(1)【連結貸借対照表】） 

（訂正前） 
１【連結財務諸表】
　　(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年８月31日)

当連結会計年度
(平成22年８月31日)

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 232,224 152,155
　　受取手形及び売掛金 526,516 483,335
　　商品及び製品 191,883 28,382
　　仕掛品 8,433 －
　　その他 32,946 74,756
　　貸倒引当金 △100,585 △209,856
　　流動資産合計 891,418 528,775
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物 16,012 －
　　　　減価償却累計額 △8,159 －
　　　　建物（純額） 7,852 －
　　　工具、器具及び備品 55,138 46,424
　　　　減価償却累計額 △51,968 △45,216
　　　　工具、器具及び備品（純額） 3,170 1,208
　　　　有形固定資産合計 11,023 1,208
　　無形固定資産
　　　その他 8,404 59,094
　　　無形固定資産合計 8,404 59,094
　　投資その他の資産
　　　固定化営業債権 ※１ 154,261 154,933
　　　その他 41,044 195,784
　　　貸倒引当金 △163,348 △309,365
　　　投資その他の資産合計 31,957 41,353
　　固定資産合計 51,385 101,656
　資産合計 942,804 630,431
負債の部
　流動負債
　　支払手形及び買掛金 611,996 442,396
　　関係会社短期借入金 48,000 158,500
　　1年内返済予定の長期借入金 4,500 －
　　未払費用 60,605 55,332
　　未払退職金 14,686 －
　　未払法人税等 6,432 6,926
　　返品調整引当金 10,888 9,007
　　その他 6,236 79,377
　　流動負債合計 763,345 751,541
　固定負債
　　退職給付引当金 9,958 10,430
　　負ののれん 1,067 －
　　その他 49,658 3,380
　　固定負債合計 60,684 13,811
　負債合計 824,030 765,352
純資産の部
　株主資本
　　資本金 1,857,583 1,888,843
　　資本剰余金 1,460,098 1,491,325
　　利益剰余金 △3,060,865 △3,377,048
　　自己株式 △138,041 △138,041
　　株主資本合計 118,774 △134,920
　純資産合計 118,774 △134,920
負債純資産合計 942,804 630,431
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（訂正後） 
１【連結財務諸表】
　　(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年８月31日)

当連結会計年度
(平成22年８月31日)

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 232,224 152,155
　　受取手形及び売掛金 526,516 319,380
　　商品及び製品 191,883 28,382
　　仕掛品 8,433 －
　　立替金 42,432
　　短期貸付金 128,367
　　未収入金 20,878
　　その他 32,946 7,931
　　貸倒引当金 △100,585 △170,889
　　流動資産合計 891,418 528,638
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物 16,012 －
　　　　減価償却累計額 △8,159 －
　　　　建物（純額） 7,852 －
　　　工具、器具及び備品 55,138 －
　　　　減価償却累計額 △51,968 －
　　　　工具、器具及び備品（純額） 3,170 －
　　　　有形固定資産合計 11,023 －
　　無形固定資産
　　　商標権 55,131
　　　その他 8,404 3,832
　　　無形固定資産合計 8,404 58,963
　　投資その他の資産
　　　固定化営業債権 ※１ 154,261 307,892
　　　その他 41,044 67,418
　　　貸倒引当金 △163,348 △334,650
　　　投資その他の資産合計 31,957 40,659
　　固定資産合計 51,385 99,623
　資産合計 942,804 628,261
負債の部
　流動負債
　　支払手形及び買掛金 611,996 442,461
　　関係会社短期借入金 48,000 158,500
　　1年内返済予定の長期借入金 4,500 －
　　未払費用 60,605 55,647
　　未払退職金 14,686 －
　　未払法人税等 6,432 5,245
　　返品調整引当金 10,888 9,007
　　リース資産減損勘定 23,258
　　その他 6,236 52,928
　　流動負債合計 763,345 747,049
　固定負債
　　退職給付引当金 9,958 10,430
　　負ののれん 1,067 －
　　その他 49,658 3,380
　　固定負債合計 60,684 13,811
　負債合計 824,030 760,860
純資産の部
　株主資本
　　資本金 1,857,583 1,888,843
　　資本剰余金 1,460,098 1,491,325
　　利益剰余金 △3,060,865 △3,374,726
　　自己株式 △138,041 △138,041
　　株主資本合計 118,774 △132,598
　純資産合計 118,774 △132,598
負債純資産合計 942,804 628,261
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14ページ（(2)【連結損益計算書】） 

（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９月１日
  至 平成21年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
売上高 2,590,845 1,619,910
売上原価 ※２ 2,084,326 1,393,821
　売上総利益 506,518 226,088
　返品調整引当金繰入額 － 491
　返品調整引当金戻入額 4,732 －
差引売上総利益 511,251 225,596
販売費及び一般管理費 ※１ 687,620 676,891
営業損失（△） △176,368 △451,294
営業外収益
　受取利息 107 21
　負ののれん償却額 － 711
　助成金収入 － 4,709
　広告収入 － 6,834
　商標権売却益 － 2,380
　その他 716 1,430
　営業外収益合計 823 16,088
営業外費用
　支払利息 1,636 4,242
　株式交付費 770 －
　資金調達費用 10,680 －
　持分法による投資損失 1,964 －
　貸倒引当金繰入額 1,113 1,243
　その他 62 3,332
　営業外費用合計 16,226 8,818
経常損失（△） △191,771 △444,024
特別利益
　債務免除益 ※４ 902 －
　子会社株式売却益 － 152,367
　特別利益合計 902 152,367
特別損失
　たな卸資産評価損 ※２ 51,925 －
　減損損失 ※３ 1,939 －
　早期割増退職金 12,737 8,846
　本社移転費用 － 19,917
　その他 1,282 －
　特別損失合計 67,884 28,764
税金等調整前当期純損失（△） △258,754 △320,421
法人税、住民税及び事業税 2,910 2,895
法人税等合計 2,910 2,895
当期純損失（△） △261,664 △323,316  
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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９月１日
  至 平成21年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
売上高 2,590,845 1,620,119
売上原価 ※２ 2,084,326 1,394,193
　売上総利益 506,518 225,926
　返品調整引当金繰入額 － 491
　返品調整引当金戻入額 4,732 －
差引売上総利益 511,251 225,435
販売費及び一般管理費 ※１ 687,620 547,558
営業損失（△） △176,368 △322,123
営業外収益
　受取利息 107 21
　負ののれん償却額 － －
　助成金収入 － 4,709
　受取手数料 － 6,509
　商標権売却益 － 2,380
　その他 716 2,467
　営業外収益合計 823 16,088
営業外費用
　支払利息 1,636 4,242
　株式交付費 770 －
　資金調達費用 10,680 －
　持分法による投資損失 1,964 －
　貸倒引当金繰入額 1,113 127,116
　その他 62 3,355
　営業外費用合計 16,226 134,714
経常損失（△） △191,771 △440,749
特別利益
　債務免除益 ※４ 902 －
　子会社株式売却益 － 159,521
　その他 216
　特別利益合計 902 159,739
特別損失
　たな卸資産評価損 ※２ 51,925 －
　減損損失 ※３ 1,939 3,718
　早期割増退職金 12,737 8,846
　本社移転費用 － 17,468
　その他 1,282 －
　特別損失合計 67,884 30,034
税金等調整前当期純損失（△） △258,754 △311,045
法人税、住民税及び事業税 2,910 2,815
法人税等合計 2,910 2,815
当期純損失（△） △261,664 △313,861  
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15ページ（(3)【連結株主資本等変動計算書】） 

（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９月１日
  至 平成21年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
株主資本
　資本金
　　前期末残高 1,757,552 1,857,583
　　当期変動額
　　　新株の発行 100,030 31,260
　　　当期変動額合計 100,030 31,260
　　当期末残高 1,857,583 1,888,843
　資本剰余金
　　前期末残高 1,360,317 1,460,098
　　当期変動額
　　　新株の発行 99,968 31,227
　　　自己株式の償却 △187 －
　　　当期変動額合計 99,780 31,227
　　当期末残高 1,460,098 1,491,325
　利益剰余金
　　前期末残高 △2,799,033 △3,060,865
　　当期変動額
　　　持分法の適用範囲の変動 △167 －
　　　連結範囲の変動 － 7,133
　　　当期純利益 △261,664 △323,316
　　　当期変動額合計 △261,832 △316,183
　　当期末残高 △3,060,865 △3,377,048
　自己株式
　　前期末残高 △138,229 △138,041
　　当期変動額
　　　自己株式の償却 187 －
　　　当期変動額合計 187 －
　　当期末残高 △138,041 △138,041
　株主資本合計
　　前期末残高 180,607 118,774
　　当期変動額
　　　新株の発行 199,999 62,488
　　　持分法の適用範囲の変動 △167 －
　　　連結範囲の変動 － 7,133
　　　当期純利益 △261,664 △323,316
　　　当期変動額合計 △61,833 △253,695
　　当期末残高 118,774 △134,920
　純資産合計
　　前期末残高 180,607 118,774
　　当期変動額
　　　新株の発行 199,999 62,488
　　　持分法の適用範囲の変動 △167 －
　　　連結範囲の変動 － 7,133
　　　当期純利益 △261,664 △323,316
　　　当期変動額合計 △61,833 △253,695
　　当期末残高 118,774 △134,920
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（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９月１日
  至 平成21年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
株主資本
　資本金
　　前期末残高 1,757,552 1,857,583
　　当期変動額
　　　新株の発行 100,030 31,260
　　　当期変動額合計 100,030 31,260
　　当期末残高 1,857,583 1,888,843
　資本剰余金
　　前期末残高 1,360,317 1,460,098
　　当期変動額
　　　新株の発行 99,968 31,227
　　　自己株式の償却 △187 －
　　　当期変動額合計 99,780 31,227
　　当期末残高 1,460,098 1,491,325
　利益剰余金
　　前期末残高 △2,799,033 △3,060,865
　　当期変動額
　　　持分法の適用範囲の変動 △167 －
　　　連結範囲の変動 － －
　　　当期純損失（△） △261,664 △313,861
　　　当期変動額合計 △261,832 △316,861
　　当期末残高 △3,060,865 △3,374,726
　自己株式
　　前期末残高 △138,229 △138,041
　　当期変動額
　　　自己株式の償却 187 －
　　　当期変動額合計 187 －
　　当期末残高 △138,041 △138,041
　株主資本合計
　　前期末残高 180,607 118,774
　　当期変動額
　　　新株の発行 199,999 62,488
　　　持分法の適用範囲の変動 △167 －
　　　連結範囲の変動 － －
　　　当期純損失（△） △261,664 △313,861
　　　当期変動額合計 △61,833 △253,373
　　当期末残高 118,774 △132,598
　純資産合計
　　前期末残高 180,607 118,774
　　当期変動額
　　　新株の発行 199,999 62,488
　　　持分法の適用範囲の変動 △167 －
　　　連結範囲の変動 － －
　　　当期純損失（△） △261,664 △313,861
　　　当期変動額合計 △61,833 △251,373
　　当期末残高 118,774 △132,598
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16ページ（(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】） 

（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９月１日
  至 平成21年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前四半期純損失（△） △258,754 △320,421
　減価償却費 10,560 2,383
　減損損失 1,939 －
　早期割増退職金 12,737 8,846
　負ののれん償却額 △711 △711
　子会社株式売却益 － △152,367
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,196 264,858
　返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,737 4,813
　退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,945 471
　受取利息及び受取配当金 △107 △21
　支払利息 1,636 4,242
　資金調達費用 10,680 －
　持分法による投資損益（△は益） 1,964 －
　たな卸資産評価損 51,925 －
　リース資産減損勘定の取崩額 △26,399 △26,399
　売上債権の増減額（△は増加） 237,603 45,150
　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,193 143,041
　仕入債務の増減額（△は減少） △367,517 △149,466
　その他 △6,013 △23,625
　小計 △322,242 △199,207
　利息及び配当金の受取額 127 21
　利息の支払額 △1,051 －
　割増退職金の支払額 － △12,737
　法人税等の支払額 △2,410 △2,905
　営業活動によるキャッシュ・フロー △325,577 △214,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の払戻による収入 40,000 －
　連結範囲の変更に伴う現金同等物の減少額 － △678
　無形固定資産の取得による支出 － △50,031
　敷金及び保証金の回収による収入 － 26,974
　敷金及び保証金の差入による支出 － △9,992
　その他の支出 △1,605 －
　投資活動によるキャッシュ・フロー 38,394 △33,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少） 9,000 172,988
　長期借入金の返済による支出 △71,195 △4,500
　社債の発行による収入 189,995 －
　株式の発行による支出 △1,450 －
　配当金の支払額 △19 －
　財務活動によるキャッシュ・フロー 126,329 168,488
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △160,854 △80,069
現金及び現金同等物の期首残高 393,079 232,224
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 232,224 152,155

 



13 

 

（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９月１日
  至 平成21年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前四半期純損失（△） △258,754 △311,045
　減価償却費 10,560 7,020
　減損損失 1,939 3,718
　早期割増退職金 12,737 8,846
　負ののれん償却額 △711 △711
　子会社株式売却益 － △159,521
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,196 241,605
　返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,737 △1,880
　退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,945 471
　受取利息及び受取配当金 △107 △21
　支払利息 1,636 4,242
　資金調達費用 10,680 －
　持分法による投資損益（△は益） 1,964 －
　たな卸資産評価損 51,925 －
　リース資産減損勘定の取崩額 △26,399 △26,399
　売上債権の増減額（△は増加） 237,603 60,457
　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,193 171,934
　仕入債務の増減額（△は減少） △367,517 △169,534
　その他 △6,013 △28,475
　小計 △322,242 △199,293
　利息及び配当金の受取額 127 21
　利息の支払額 △1,051 －
　割増退職金の支払額 － △12,738
　法人税等の支払額 △2,410 △2,819
　営業活動によるキャッシュ・フロー △325,577 △214,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の払戻による収入 40,000 －
　連結範囲の変更に伴う現金同等物の減少額 － △678
　無形固定資産の取得による支出 － △50,031
　敷金及び保証金の回収による収入 － 26,974
　敷金及び保証金の差入による支出 － △9,993
　その他の支出 △1,605 －
　投資活動によるキャッシュ・フロー 38,394 △33,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少） 9,000 172,988
　長期借入金の返済による支出 △71,195 △4,500
　社債の発行による収入 189,995 －
　株式の発行による支出 △1,450 －
　配当金の支払額 △19 －
　財務活動によるキャッシュ・フロー 126,329 168,488
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △160,854 △80,069
現金及び現金同等物の期首残高 393,079 232,224
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 232,224 152,155
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18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９月1日 至 平成22年８月31日） 

当社グループは、平成18年８月期968百万円、平成19年８月期1,003百万円、平成20年８月期356百万円、平

成21年８月期176百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても営業損失451百万円、経常損失444百

万円、当期純損失323百万円を計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、平成18年８月期1,104

百万円、平成19年８月期467百万円、平成20年８月期268百万円、平成21年８月期325百万円、当連結会計年度

214百万円のマイナスとなっております。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当該状況を解消するため、過去数年にわたり販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりましたが、例年

損益状況改善の阻害要因となっている多大な貸倒引当金の計上と棚卸資産の評価損について抜本的に改善し

なければ、将来的に大きな改善は見込めないとの判断により、当連結会計年度においては、債権債務管理の

厳格化と棚卸資産の評価基準の見直しを行いました。 

この結果、貸倒引当金繰入額267百万円及び棚卸資産評価損251百万円を計上したため、当連結会計年度に

おいては大幅な営業損失を計上し、また純資産についても134百万円の債務超過に陥ることとなりました。 

しかしながら、こうした見直しの効果により平成23年８月期以降においては、売上高に見合った適正な収

益を計上できる見込みとなっております。 

（中略） 

また、当連結会計年度において、親会社であるアイシス・パートナーズ株式会社との間で借入極度契約を

締結し、当該契約に基づいて172百万円の借入を実行いたしました。 

（後略） 

 

 

（訂正後） 
当連結会計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

当社グループは、平成18年８月期968百万円、平成19年８月期1,003百万円、平成20年８月期356百万円、平

成21年８月期176百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても営業損失322百万円、経常損失440百

万円、当期純損失313百万円を計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、平成18年８月期1,104

百万円、平成19年８月期467百万円、平成20年８月期268百万円、平成21年８月期325百万円、当連結会計年度

214百万円のマイナスとなっております。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当該状況を解消するため、過去数年にわたり販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりましたが、当連

結会計年度においては、市場環境の変化に伴い従来の基準が実情とそぐわなくなってきたことから棚卸資産

の評価基準の見直しを行い、多額の棚卸資産評価損を計上したほか、債権債務管理を厳格化し多額の貸倒引

当金繰入額を計上したため、当連結会計年度において大幅な営業損失を計上し、また純資産についても132百

万円の債務超過に陥ることとなりました。 

しかしながら、このような多額の棚卸資産評価損及び貸倒引当金繰入額の計上は、基準の見直し等に伴う

当連結会計年度に限った現象であり、平成23年８月期以降においては、売上高に見合った適正な収益を計上

できる見込みとなっております。 

（中略） 

また、当連結会計年度において、親会社であるアイシス・パートナーズ株式会社との間で借入極度契約を

締結し、当該契約に基づいて173百万円の借入を実行いたしました。 

（後略） 

 

24ページ（【表示方法の変更】） 

（訂正前） 
（連結貸借対照表関係） 

― 

 

（訂正後） 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度において区分掲記しておりました「未払退職金」（当連結会計年度3,443千円）については、

金額が僅少となったため、当連結会計年度は流動負債の「その他」に含めて表示しております。 

前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含めて表示していた「立替金」（前連結会計年度16,521

千円）及び「未収入金」（前連結会計年度11,278千円）については重要性が増加したため当連結会計年度よ

り区分掲記しております。 
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27ページ（連結損益計算書関係） 

（訂正前） 
当連結会計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

貸倒引当金繰入額 267,908 

 

（訂正後） 
当連結会計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

貸倒引当金繰入額 124,273 

 

 

32ページ（セグメント情報） 

（訂正前） 
当第４四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年８月31日）

パッケージ
ディストリ

ビューション
事業

（千円）

デジタルディ
ストリビュー
ション事業
（千円）

マーケティン
グソリュー
ション事業
（千円）

その他の事業
（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 1,262,217 141,125 173,698 42,868 1,619,910 － 1,619,910
　(2) セグメント間
　  の内部売上高又
　  は振替高 505 － － － 505 △ 505 －

計 1,262,722 141,125 173,698 42,868 1,620,415 △ 505 1,619,910

　　営業費用 1,748,349 249,791 74,901 57,399 2,130,443 △ 18,405 2,112,307
　　営業利益又は
　　営業損失（△） △ 485,626 △ 108,666 98,796 △ 14,531 △ 510,027 17,900 △ 492,127
Ⅱ　資産、減価償却費、
　　減損損失、資本的
　　支出

　　資産 161,959 24,946 55,100 310 242,316 388,115 630,431

　　減価償却費 621 200 1,900 1,015 3,736 72 3,809

　　資本的支出 － － 57,000 － 57,000 － 57,000

 

（訂正後） 
当第４四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年８月31日）

パッケージ
ディストリ

ビューション
事業

（千円）

デジタルディ
ストリビュー
ション事業
（千円）

マーケティン
グソリュー
ション事業
（千円）

その他の事業
（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 1,262,427 141,125 173,698 42,868 1,620,119 － 1,620,119
　(2) セグメント間
　  の内部売上高又
　  は振替高 505 － － － 505 △ 505 －

計 1,262,932 141,125 173,698 42,868 1,620,624 △ 505 1,620,119

　　営業費用 1,623,460 148,207 61,995 39,360 1,673,023 269,218 1,942,242
　　営業利益又は
　　営業損失（△） △ 160,527 △ 7,082 111,702 3,507 △ 52,399 △ 269,724 △ 322,123
Ⅱ　資産、減価償却費、
　　減損損失、資本的
　　支出

　　資産 179,239 13,562 77,558 － 270,399 357,862 628,261

　　減価償却費 3,812 200 1,900 － 5,912 1,108 7,020

　　減損損失 － － － － － 3,718 3,718

　　資本的支出 － 31 5,700 － 5,731 － 57,000
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35ページ（１株当たり情報） 

（訂正前） 
当連結会計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

1株当たり純資産額       △832円99銭 

1株当たり当期純損失（△）     △2,236円29銭 

連結損益計算書上の当期純損失（△）  △323,316 

普通株式に係る当期純損失（△）  △323,316 

 

（訂正後） 
当連結会計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

1株当たり純資産額        33円60銭 

1株当たり当期純損失（△）     △2,170円90銭 

連結損益計算書上の当期純損失（△）  △313,861 

普通株式に係る当期純損失（△）  △313,861 
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37ページ（５【個別財務諸表】(1)【貸借対照表】） 

（訂正前） 
　　商品 207,656 28,382
　　前払費用 4,569 1,878
　　立替金 ※１ 49,511 42,432
　　未収入金 1,339 20,878
　　前渡金 － 5,249
　　その他 534 4,319
　　貸倒引当金 △97,916 △209,856
　　流動資産合計 920,713 528,775
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物 16,012 －
　　　　減価償却累計額 △8,159 －
　　　　建物（純額） 7,852 －
　　　工具、器具及び備品 50,614 46,424
　　　　減価償却累計額 △47,541 △45,216
　　　　工具、器具及び備品（純額） 3,072 1,208
　　　　有形固定資産合計 10,925 1,208
　　無形固定資産
　　　ソフトウェア 8,044 3,963
　　　商標権 － 55,131
　　　電話加入権 360 －
　　　無形固定資産合計 8,404 59,094
　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 3,000 3,000
　　　関係会社長期貸付金 128,367 128,367
　　　破産更生債権等 11,070 26,758
　　　固定化営業債権 ※２ 154,261 154,933
　　　敷金及び保証金 26,974 9,992
　　　長期未収入金 － 27,667
　　　貸倒引当金 △290,472 △309,365
　　　投資その他の資産合計 33,200 41,352
　　固定資産合計 52,531 101,656
　資産合計 973,244 630,431
負債の部
　流動負債
　　買掛金 ※１ 601,608 442,396
　　関係会社短期借入金 48,000 158,500
　　1年内返済予定の長期借入金 4,500 －
　　未払金 － 3,443
　　未払費用 54,694 55,332
　　未払退職金 14,686 －
　　未払法人税等 5,987 6,926
　　返品調整引当金 8,516 9,007
　　リース資産減損勘定 － 23,258
　　前受金 － 22,639
　　預り金 － 24,436
　　その他 6,179 5,599
　　流動負債合計 744,172 751,541
　固定負債
　　長期借入金 －
　　リース資産減損勘定 49,658 －
　　長期前受収益 － 3,380
　　退職給付引当金 9,958 10,430
　　固定負債合計 59,616 13,811
　負債合計 803,789 765,352
純資産の部
　株主資本
　　資本金 1,857,583 1,888,843
　　資本剰余金
　　　資本準備金 99,968 131,196
　　　その他資本剰余金 1,360,129 1,360,129
　　　資本剰余金合計 1,460,098 1,491,325
　　利益剰余金
　　　利益準備金 5,820 5,820
　　　その他利益剰余金
　　　　繰越利益剰余金 △3,016,004 △3,382,868
　　　利益剰余金合計 △3,010,184 △3,377,048
　　自己株式 △138,041 △138,041
　　株主資本合計 169,455 △134,920
　純資産合計 169,455 △134,920
負債純資産合計 973,244 630,431

 

（訂正後） 
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５【個別財務諸表】
　　(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年８月31日)

当事業年度
(平成22年８月31日)

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 223,151 152,155
　　売掛金 ※１ 531,866 319,380
　　商品 207,656 28,382
　　前払費用 4,569 ー
　　立替金 ※１ 49,511 42,432
　　短期貸付金 ー 128,367
　　未収入金 1,339 20,878
　　その他 534 7,931
　　貸倒引当金 △97,916 △170,889
　　流動資産合計 920,713 528,638
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物 16,012 －
　　　　減価償却累計額 △8,159 －
　　　　建物（純額） 7,852 －
　　　工具、器具及び備品 50,614 －
　　　　減価償却累計額 △47,541 －
　　　　工具、器具及び備品（純額） 3,072 －
　　　　有形固定資産合計 10,925 －
　　無形固定資産
　　　ソフトウェア 8,044 ー
　　　商標権 － 55,131
　　　電話加入権 360 －
　　　その他 3,832
　　　無形固定資産合計 8,404 58,963
　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 3,000 3,000
　　　関係会社長期貸付金 128,367 －
　　　破産更生債権等 11,070 26,758
　　　固定化営業債権 ※２ 154,261 307,892
　　　敷金及び保証金 26,974 9,992
　　　長期未収入金 － 27,667
　　　貸倒引当金 △290,472 △334,650
　　　投資その他の資産合計 33,200 40,659
　　固定資産合計 52,531 99,623
　資産合計 973,244 628,261
負債の部
　流動負債
　　買掛金 ※１ 601,608 442,461
　　関係会社短期借入金 48,000 158,500
　　1年内返済予定の長期借入金 4,500 －
　　未払費用 54,694 55,647
　　未払退職金 14,686 －
　　未払法人税等 5,987 5,245
　　返品調整引当金 8,516 9,007
　　リース資産減損勘定 － 23,258
　　前受金 － 22,639
　　預り金 － 24,427
　　その他 6,179 5,861
　　流動負債合計 744,172 747,049
　固定負債
　　長期借入金 － ー
　　リース資産減損勘定 49,658 －
　　退職給付引当金 9,958 10,430
　　その他 ー 3,380
　　固定負債合計 59,616 13,811
　負債合計 803,789 760,860
純資産の部
　株主資本
　　資本金 1,857,583 1,888,843
　　資本剰余金
　　　資本準備金 1,460,098 131,196
　　　その他資本剰余金 － 1,360,129
　　　資本剰余金合計 1,460,098 1,491,325
　　利益剰余金
　　　利益準備金 5,820 5,820
　　　その他利益剰余金
　　　　繰越利益剰余金 △3,016,004 △3,380,546
　　　利益剰余金合計 △3,010,184 △3,374,726
　　自己株式 △138,041 △138,041
　　株主資本合計 169,455 △132,598
　純資産合計 169,455 △132,598
負債純資産合計 973,244 628,261
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39ページ（(2)【損益計算書】） 

（訂正前） 
　　(2)【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成20年９月１日
  至 平成21年８月31日)

当事業年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
売上高 2,604,868 1,614,661
売上原価
　商品期首たな卸高 218,288 207,656
　当期商品仕入高 2,164,000 1,260,882
　合計 2,382,288 1,468,538
　商品他勘定振替高 31,955 －
　商品期末たな卸高 207,656 28,382
　商品売上原価 ※２ 2,142,676 1,440,156
　売上総利益 462,191 174,505
　返品調整引当金繰入額 － 491
　返品調整引当金戻入額 3,826 －
差引売上総利益 466,017 174,014
販売費及び一般管理費
　物流費 130,684 76,463
　役員報酬 30,693 20,562
　給料及び手当 165,325 109,650
　退職給付費用 6,393 6,622
　業務委託費 40,948 23,078
　地代家賃 30,620 20,685
　減価償却費 7,760 4,342
　貸倒引当金繰入額 5,585 118,755
　支払報酬 55,543 47,634
　その他 135,159 108,167
　販売費及び一般管理費合計 608,713 535,964
営業損失（△） △142,695 △361,950
営業外収益
　受取利息 ※１ 688 20
　広告収入 － 6,834
　助成金収入 － 4,709
　商標権売却益 － 2,380
　雑収入 1 1,375
　営業外収益合計 689 15,320
営業外費用
　支払利息 1,229 4,242
　株式交付費 770 －
　資金調達費用 10,680 －
　貸倒引当金繰入額 1,113 1,243
　雑損失 469 3,332
　営業外費用合計 14,262 8,818
経常損失（△） △156,268 △355,447
特別利益
　債務免除益 ※３ 902 －
　抱合株式消滅差益 － 19,788
　特別利益合計 902 19,788
特別損失
　子会社株式評価損 20,488 －
　早期割増退職金 12,737 8,846
　貸倒引当金繰入額 78,756 －
　本社移転費用 － 19,917
　特別損失合計 111,982 28,764
税引前当期純損失（△） △267,349 △364,423
法人税、住民税及び事業税 2,440 2,440
法人税等合計 2,440 2,440
当期純損失（△） △269,789 △366,863 
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（訂正後） 
　　(2)【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成20年９月１日
  至 平成21年８月31日)

当事業年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
売上高 2,604,868 1,614,871
売上原価
　商品期首たな卸高 218,288 207,656
　当期商品仕入高 2,164,000 1,261,254
　合計 2,382,288 1,468,910
　商品他勘定振替高 31,955 －
　商品期末たな卸高 207,656 28,382
　商品売上原価 ※２ 2,142,676 1,440,528
　売上総利益 462,191 174,343
　返品調整引当金繰入額 － 491
　返品調整引当金戻入額 3,826 －
差引売上総利益 466,017 173,852
販売費及び一般管理費
　物流費 130,684 76,463
　役員報酬 30,693 20,562
　給料及び手当 165,325 104,207
　退職給付費用 6,393 6,622
　業務委託費 40,948 23,078
　地代家賃 30,620 20,685
　減価償却費 7,760 4,342
　貸倒引当金繰入額 5,585 113,866
　支払報酬 55,543 47,634
　その他 135,159 114,831
　販売費及び一般管理費合計 608,713 532,290
営業損失（△） △142,695 △358,438
営業外収益
　受取利息 ※１ 688 20
　受取手数料 － 6,509
　助成金収入 － 4,709
　商標権売却益 － 2,380
　その他 1 1,701
　営業外収益合計 689 15,320
営業外費用
　支払利息 1,229 4,242
　株式交付費 770 －
　資金調達費用 10,680 －
　貸倒引当金繰入額 1,113 1,243
　その他 469 3,332
　営業外費用合計 14,262 8,818
経常損失（△） △156,268 △351,935
特別利益
　債務免除益 ※３ 902 －
　抱合株式消滅差益 － 19,788
　特別利益合計 902 19,788
特別損失
　子会社株式評価損 20,488 －
　早期割増退職金 12,737 8,846
　貸倒引当金繰入額 78,756 －
　本社移転費用 － 17,468
　減損損失 － 3,718
　特別損失合計 111,982 30,034
税引前当期純損失（△） △267,349 △362,181
法人税、住民税及び事業税 2,440 2,360
法人税等合計 2,440 2,360
当期純損失（△） △269,789 △364,542 
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41ページ（(3)【株主資本等変動計算書】） 

（訂正前） 
　　(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成20年９月１日
  至 平成21年８月31日)

当事業年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
株主資本
　資本金
　　前期末残高 1,757,552 1,857,583
　　当期変動額
　　　新株の発行 100,030 31,260
　　　当期変動額合計 100,030 31,260
　　当期末残高 1,857,583 1,888,843
　資本剰余金
　　資本準備金
　　　前期末残高 1,360,317 99,968
　　　当期変動額
　　　　新株の発行 99,968 31,227
　　　　準備金から剰余金への振替 △1,360,317 －
　　　　当期変動額合計 1,260,349 31,227
　　　当期末残高 99,968 131,196
　　その他資本剰余金
　　　前期末残高 － 1,360,129
　　　当期変動額
　　　　準備金から剰余金への振替 1,360,317 －
　　　　自己株式の償却 △187 －
　　　　当期変動額合計 1,360,129 －
　　　当期末残高 1,360,129 1,360,129
　資本剰余金合計
　　前期末残高 1,360,317 1,460,098
　　当期変動額
　　　新株の発行 99,968 31,227
　　　自己株式の償却 △187 －
　　　当期変動額合計 99,780 31,227
　　当期末残高 1,460,098 1,491,325
　利益剰余金
　　利益準備金
　　　前期末残高 5,820 5,820
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 － －
　　　当期末残高 5,820 5,820
　　その他利益剰余金
　　　前期末残高 △2,746,215 △3,016,004
　　　当期変動額
　　　　当期純利益 △269,789 △366,863
　　　　当期変動額合計 △269,789 △366,863
　　　当期末残高 △3,016,004 △3,382,868
　利益剰余金合計
　　前期末残高 △2,740,395 △3,010,184
　　当期変動額
　　　　当期純利益 △269,789 △366,863
　　　当期変動額合計 △269,789 △366,863
　　当期末残高 △3,010,184 △3,377,048
　自己株式
　　前期末残高 △138,229 △138,041
　　当期変動額
　　　自己株式の償却 187 －
　　　当期変動額合計 187 －
　　当期末残高 △138,041 △138,041
　株主資本合計
　　前期末残高 239,245 169,455
　　当期変動額
　　　新株の発行 199,999 62,488
　　　　当期純利益 △269,789 △366,863
　　　当期変動額合計 △69,789 △304,375
　　当期末残高 169,455 △134,920
　純資産合計
　　前期末残高 239,245 169,455
　　当期変動額
　　　新株の発行 199,999 62,488
　　　　当期純利益 △269,789 △366,863
　　　当期変動額合計 △69,789 △304,375
　　当期末残高 169,455 △134,920
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（訂正後） 
　　(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成20年９月１日
  至 平成21年８月31日)

当事業年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
株主資本
　資本金
　　前期末残高 1,757,552 1,857,583
　　当期変動額
　　　新株の発行 100,030 31,260
　　　当期変動額合計 100,030 31,260
　　当期末残高 1,857,583 1,888,843
　資本剰余金
　　資本準備金
　　　前期末残高 1,360,317 99,968
　　　当期変動額
　　　　新株の発行 99,968 31,227
　　　　準備金から剰余金への振替 △1,360,317 －
　　　　当期変動額合計 1,260,349 31,227
　　　当期末残高 99,968 131,196
　　その他資本剰余金
　　　前期末残高 － 1,360,129
　　　当期変動額
　　　　準備金から剰余金への振替 1,360,317 －
　　　　自己株式の償却 △187 －
　　　　当期変動額合計 1,360,129 －
　　　当期末残高 1,360,129 1,360,129
　資本剰余金合計
　　前期末残高 1,360,317 1,460,098
　　当期変動額
　　　新株の発行 99,968 31,227
　　　自己株式の償却 △187 －
　　　当期変動額合計 99,780 31,227
　　当期末残高 1,460,098 1,491,325
　利益剰余金
　　利益準備金
　　　前期末残高 5,820 5,820
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 － －
　　　当期末残高 5,820 5,820
　　その他利益剰余金
　　　前期末残高 △2,746,215 △3,016,004
　　　当期変動額
　　　　当期純損失（△） △269,789 △364,542
　　　　当期変動額合計 △269,789 △364,542
　　　当期末残高 △3,016,004 △3,380,546
　利益剰余金合計
　　前期末残高 △2,740,395 △3,010,184
　　当期変動額
　　　当期純損失（△） △269,789 △364,542
　　　当期変動額合計 △269,789 △364,542
　　当期末残高 △3,010,184 △3,374,726
　自己株式
　　前期末残高 △138,229 △138,041
　　当期変動額
　　　自己株式の償却 187 －
　　　当期変動額合計 187 －
　　当期末残高 △138,041 △138,041
　株主資本合計
　　前期末残高 239,245 169,455
　　当期変動額
　　　新株の発行 199,999 62,488
　　　当期純損失（△） △269,789 △364,542
　　　当期変動額合計 △69,789 △302,054
　　当期末残高 169,455 △132,598
　純資産合計
　　前期末残高 239,245 169,455
　　当期変動額
　　　新株の発行 199,999 62,488
　　　当期純損失（△） △269,789 △364,542
　　　当期変動額合計 △69,789 △302,054
　　当期末残高 169,455 △132,598
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43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９月1日 至 平成22年８月31日） 

当社は、平成18年８月期846百万円、平成19年８月期861百万円、平成20年８月期356百万円、平成21年８月

期142百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても営業損失361百万円、経常損失355百万円、当期

純損失366百万円を計上しております。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当該状況を解消するため、過去数年にわたり販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりましたが、例年

損益状況改善の阻害要因となっている多大な貸倒引当金の計上と棚卸資産の評価損について抜本的に改善し

なければ、将来的に大きな改善は見込めないとの判断により、当連結会計年度においては、債権債務管理の

厳格化と棚卸資産の評価基準の見直しを行いました。 

この結果、貸倒引当金繰入額267百万円及び棚卸資産評価損251百万円を計上したため、当連結会計年度に

おいては大幅な営業損失を計上し、また純資産についても134百万円の債務超過に陥ることとなりました。 

しかしながら、こうした見直しの効果により平成23年８月期以降においては、売上高に見合った適正な収

益を計上できる見込みとなっております。 

（中略） 

また、当連結会計年度において、親会社であるアイシス・パートナーズ株式会社との間で借入極度契約を

締結し、当該契約に基づいて172百万円の借入を実行いたしました。 

（後略） 

 

 

（訂正後） 
当事業年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

当社は、平成18年８月期846百万円、平成19年８月期861百万円、平成20年８月期356百万円、平成21年８月

期142百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても営業損失358百万円、経常損失351百万円、当期

純損失364百万円を計上しております。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当該状況を解消するため、過去数年にわたり販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりましたが、当連

結会計年度においては、市場環境の変化に伴い従来の基準が実情とそぐわなくなってきたことから棚卸資産

の評価基準の見直しを行い、多額の棚卸資産評価損を計上したほか、債権債務管理を厳格化し多額の貸倒引

当金繰入額を計上したため、当連結会計年度において大幅な営業損失を計上し、また純資産についても132百

万円の債務超過に陥ることとなりました。 

しかしながら、このような多額の棚卸資産評価損及び貸倒引当金繰入額の計上は、基準の見直し当に伴う

当連結会計年度に限った現象であり、平成23年８月期以降においては、売上高に見合った適正な収益を計上

できる見込みとなっております。 

（中略） 

また、当連結会計年度において、親会社であるアイシス・パートナーズ株式会社との間で借入極度契約を

締結し、当該契約に基づいて173百万円の借入を実行いたしました。 

（後略） 

 

47ページ（【表示方法の変更】） 

（訂正前） 

－ 

 

（訂正後） 
（貸借対照表関係） 

前事業年度において区分掲記しておりました「前払費用」（当事業年度1,878千円）、「ソフトウエア」（当

事業年度3,832千円）及び「未払退職金」（当事業年度3,443千円）については、金額が僅少となったため、

当事業年度はそれぞれ流動資産、無形固定資産及び流動負債の「その他」に含めて表示しております。 

また、前事業年度において、流動負債の「その他」に含めて表示していた「預り金」（前事業年度3,796千

円）については重要性が増加したため当事業年度より区分掲記しております。 
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52ページ（１株当たり情報） 

（訂正前） 
当事業計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

1株当たり純資産額       △832円99銭 

1株当たり当期純損失（△）     △2,537円50銭 

連結損益計算書上の当期純損失（△）  △366,863 

普通株式に係る当期純損失（△）  △366,863 

 

（訂正後） 
当事業年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

1株当たり純資産額        33円60銭 

1株当たり当期純損失（△）     △2,521円44銭 

連結損益計算書上の当期純損失（△）  △364,542 

普通株式に係る当期純損失（△）  △364,542 

 

 

以 上 

 


