
 
   

 
平成 23 年３月 16 日 

各位 
会社名 デザインエクスチェンジ株式会社 
代表者名 代表取締役 森谷 一彦 
問合せ先 執行役員  前田 雅弘 
（コード番号：4754） 
問合せ先 03-5458-7038 

 
（訂正・数値データ訂正あり）平成 22 年 12 月期 決算短信の一部訂正について 
 
 平成 22 年２月 17 日に開示いたしました「平成 22 年 12 月期 決算短信」の内

容に一部訂正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。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。 
 

記 
１． 訂正理由 
監査人の選任に時間がかかり監査が不十分のまま開示した結果、数値の間違いが

ありましたので訂正致します。 
 
２． 訂正箇所 
訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。 
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（訂正前） 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注)次期の連結業績予想につきましては、未開示とさせていただきます。その理由につきましては、2ページの「1.経 
営成績（1）経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご覧下さい。 

(百万円未満切捨て)

1. 22年12月期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年12月31日）

(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12月期 308 △15.6 △252 － △256 － △367 －
21年12月期 365 △54.4 △507 － △524 － △3,052 －

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12月期 △390 25 － － 44.5 △129.07 △81.98

21年12月期
△

3,871
59 － － △100.5 △21.5 △133.5

(参考） 持分法投資損益 22年12月期 －百万円 21年12月期 －百万円

(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12月期 103 △983 － △1,043 37

21年12月期 294 △666 － 706 97

(参考) 自己資本 22年12月期 △983百万円 21年12月期 △666百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物 
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 △106 △0 △22 0

21年12月期 △326 △37 419 46

2. 配当の状況

１株当たり配当金
配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産 
配当率 
(連結)

第１ 
四半期末

第２ 
四半期末

第３ 
四半期末

期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

22年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

23年12月期(予想) － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 － － － － － － － － － －

通期 － － － － － － － － － －
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(2) 個別財政状態 

 

 
  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注)次期の個別業績予想につきましては、未開示とさせていただきます。その理由につきましては、2ページの「1.経 
営成績（1）経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご覧下さい。 

  

(参考) 個別業績の概要

1. 22年12月期の個別業績（平成22年１月１日～平成22年12月31日）

(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12月期 305 △16.4 △250 － △259 － △356 －

21年12月期 365 △54.4 △506 － △518 － △3,173 －

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12月期 △378 64 － －

21年12月期 △4,025 25 － －

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12月期 203 △1,119 △365.7 △1,187 64

 21年12月期 391 △762 △199.05 770 92

(参考) 自己資本 22年12月期 △1,119百万円 21年12月期 △762百万円

2. 平成23年12月期の個別業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期個別累計期間 － － － － － － － － － －

通期 － － － － － － － － － －
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（訂正後） 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 
  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注)次期の連結業績予想につきましては、未開示とさせていただきます。その理由につきましては、2ページの「1.経 
営成績（1）経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご覧下さい。 

 

(百万円未満切捨て)

1. 22年12月期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年12月31日）

(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12月期 308 △15.6 △252 － △239 － △336 －
21年12月期 365 △54.4 △507 － △524 － △3,052 －

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12月期 △357 29 － － － △129.19 △81.98

21年12月期
△

3,871
59 － － △100.5 △21.5 △133.5

(参考） 持分法投資損益 22年12月期 －百万円 21年12月期 －百万円

(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12月期 103 △965 － △1,024 56

21年12月期 294 △666 － 706 97

(参考) 自己資本 22年12月期 △965百万円 21年12月期 △666百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物 
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 △106 △0 62 1

21年12月期 △326 △37 419 46

2. 配当の状況

１株当たり配当金
配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産 
配当率 
(連結)

第１ 
四半期末

第２ 
四半期末

第３ 
四半期末

期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

22年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

23年12月期(予想) － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 － － － － － － － － － －

通期 － － － － － － － － － －
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(2) 個別財政状態 

 

 
  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注)次期の個別業績予想につきましては、未開示とさせていただきます。その理由につきましては、2ページの「1.経 
営成績（1）経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご覧下さい。 

(参考) 個別業績の概要

1. 22年12月期の個別業績（平成22年１月１日～平成22年12月31日）

(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12月期 305 △16.4 △250 － △241 － △439 －

21年12月期 365 △54.4 △506 － △518 － △3,173 －

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12月期 △465 95 － －

21年12月期 △4,025 25 － －

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12月期 103 △1,201 － △1,274 94

 21年12月期 391 △762 － 770 92

(参考) 自己資本 22年12月期 △1,201百万円 21年12月期 △762百万円

2. 平成23年12月期の個別業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期個別累計期間 － － － － － － － － － －

通期 － － － － － － － － － －

－5－



（訂正前）  

  （前略） 

（負債） 

  流動負債は、803,161千円となり、前連結会計年度末（640,699千円）に比べて162,462千円増加し

ております。これは主に、支払手形及び買掛金が24,207千円、短期借入金が62,237千円、未払金が

84,772千円増加したことによるものです。  

 固定負債は、 283,388千円となり、前連結会計年度末（320,002千円）に比べて36,614千円減少して

おります。これは主に、長期借入金が34,547千円減少したことによるものです。  

 この結果、負債合計は、1,086,550千円となりました。  

(純資産の部) 

純資産合計は、 △983,290千円となりました。これは主に、当期純損失367,782千円を計上したこと

によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 45,026千円減少し、

1,902千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりでありま

す。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、税金等調整前純損失333,395千円と、減損損失13,344千円、売上債権の

増加額1,377千円などの差引きにより、営業活動によるキャッシュ・フローは△106,979千円となりま

した。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、有形固定資産の取得による支出△1,327千円、無形固定資産の取得によ

る支出△12,016千円および、大阪支店閉鎖に伴なう敷金の返還3,014千円などにより、投資活動によ

るキャッシュ・フローは△164千円となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、短期借入金の借入による収入85,100千円、短期借入金の返済による支出

△22,862千円により、財務活動によるキャッシュ・フローは62,237千円となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
    （後略） 

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率 60.1 75.5 75.8 47.6 △951.12

時価ベースの自己資本比率 95.6 39.9 7.0 19.01 239.30

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

－ － － － －

－6－



 

  
  

（訂正後）  

  （前略） 

（負債） 

  流動負債は、785,431千円となり、前連結会計年度末（640,699千円）に比べて144,792千円増加し

ております。これは主に、支払手形及び買掛金が24,207千円、短期借入金が62,237千円、未払金が

53,704千円増加したことによるものです。  

 固定負債は、 283,388千円となり、前連結会計年度末（320,002千円）に比べて36,614千円減少して

おります。これは主に、長期借入金が34,547千円減少したことによるものです。  

 この結果、負債合計は、1,068,820千円となりました。  

(純資産の部) 

純資産合計は、 △965,559千円となりました。これは主に、当期純損失336,712千円を計上したこと

によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 45,026千円減少し、

1,902千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりでありま

す。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、税金等調整前純損失335,477千円と、減損損失13,344千円、売上債権の

増加額1,377千円などの差引きにより、営業活動によるキャッシュ・フローは△106,979千円となりま

した。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、有形固定資産の取得による支出△1,327千円、無形固定資産の取得によ

る支出△12,016千円および、大阪支店閉鎖に伴なう敷金の返還3,014千円などにより、投資活動によ

るキャッシュ・フローは△164千円となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、短期借入金の借入による収入82,600千円、短期借入金の返済による支出

△20,362千円により、財務活動によるキャッシュ・フローは62,237千円となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
    （後略） 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率 60.1 75.5 75.8 47.6 －

時価ベースの自己資本比率 95.6 39.9 7.0 19.01 239.58

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

－ － － － －

－7－



   （訂正前） 

  

4.【連結財務諸表】

 (1)【連結財務諸表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年12月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 46,928 1,902

受取手形及び売掛金 69,664 61,003

前渡金 29,206 30,000

前払費用 － 4,972

短期貸付金 3,932 1,958

未収還付消費税 89,646 6,629

その他 8,076 1,360

貸倒引当金 △1 △39,749

流動資産合計 247,452 68,077

固定資産

有形固定資産

建物 25,585 25,585

減価償却累計額 △3,173 △3,173

減損損失累計額 △22,412 △22,412

建物（純額） － －

工具、器具及び備品 316,371 317,699

減価償却累計額 △170,541 △170,541

減損損失累計額 △145,829 △147,157

工具、器具及び備品（純額） － －

有形固定資産合計 － －

投資その他の資産

投資有価証券 554 552

長期貸付金 15,422 7,230

差入保証金 25,077 22,063

求償権 74,000 74,000

破産更生債権等 26,439 29,969

長期前払費用 4,619 －

その他 － 5,304

貸倒引当金 △100,439 △103,969

投資その他の資産合計 45,674 35,150

固定資産合計 45,674 35,150

繰延資産

株式交付費 1,319 －

繰延資産合計 1,319 32

資産合計 294,445 103,689

－8－



 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年12月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,593 38,389

短期借入金 4,900 67,137

未払金 554,990 626,424

未払法人税等 7,281 7,622

企業買収関連引当金 34,891 34,891

預り金 18,172 22,918

その他 3,870 5,777

流動負債合計 640,699 803,161

固定負債

長期借入金 299,222 264,675

退職給付引当金 3,113 3,456

長期支払手形 3,816 1,406

長期未払金 13,850 13,850

固定負債合計 320,002 283,388

負債合計 960,701 1,086,550

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,070 2,232,070

資本剰余金 337,788 337,788

利益剰余金 △3,179,276 △3,541,562

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 △652,407 △1,014,693

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △13,361 △23

為替換算調整勘定 △486 △31,426

評価・換算差額等合計 △13,848 31,403

純資産合計 △666,256 △983,290

負債純資産合計 294,445 103,260

－9－



  
  （訂正後） 

  

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年12月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 46,928 1,902

受取手形及び売掛金 69,664 61,003

前渡金 29,206 30,000

前払費用 － 4,972

短期貸付金 3,932 1,958

未収還付消費税 89,646 6,629

その他 8,076 1,360

貸倒引当金 △1 △39,749

流動資産合計 247,452 68,077

固定資産

有形固定資産

建物 25,585 25,585

減価償却累計額 △3,173 △3,173

減損損失累計額 △22,412 △22,412

建物（純額） － －

工具、器具及び備品 316,371 317,699

減価償却累計額 △170,541 △170,541

減損損失累計額 △145,829 △147,157

工具、器具及び備品（純額） － －

有形固定資産合計 － －

投資その他の資産

投資有価証券 554 552

長期貸付金 15,422 7,230

差入保証金 25,077 22,063

求償権 74,000 74,000

貸倒懸念債権 26,439 29,969

長期前払費用 4,619 －

その他 － 5,304

貸倒引当金 △100,439 △103,969

投資その他の資産合計 45,674 35,150

固定資産合計 45,674 35,150

繰延資産

株式交付費 1,319 32

繰延資産合計 1,319 32

資産合計 294,445 103,260

－10－



  

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年12月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,593 38,389

短期借入金 4,900 67,137

未払金 554,990 608,694

未払法人税等 7,281 7,622

企業買収関連引当金 34,891 34,891

預り金 18,172 22,918

その他 3,870 5,777

流動負債合計 640,699 785,431

固定負債

長期借入金 299,222 264,675

退職給付引当金 3,113 3,456

長期支払手形 3,816 1,406

長期未払金 13,850 13,850

固定負債合計 320,002 283,388

負債合計 960,701 1,068,820

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,070 2,232,070

資本剰余金 337,788 337,788

利益剰余金 △3,179,276 △3,523,832

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 △652,407 △996,963

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △13,361 △23

為替換算調整勘定 △486 31,426

評価・換算差額等合計 △13,848 31,403

純資産合計 △666,256 △965,559

負債純資産合計 294,445 103,260

－11－



  （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21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 365,849 308,426

売上原価 200,159 59,433

売上総利益 165,689 248,993

販売費及び一般管理費 672,972 501,844

営業損失（△） △507,283 △252,850

営業外収益

受取利息 44 183

為替差益 － 19,855

受取配当金 － 2

消費税等精算差額 310 －

労働保険料精算差額 321 －

その他 69 2,446

営業外収益合計 745 22,488

営業外費用

支払利息 555 6,641

為替差損 11,758 －

株式交付費償却 2,839 1,286

貸倒引当金繰入額 － 9,747

その他 2,376 8,695

営業外費用合計 17,530 26,371

経常損失（△） △524,068 △256,733

特別利益

過年度損益修正益 － －

貸倒引当金戻入額 7,765 －

新株予約権戻入益 － －

投資有価証券売却益 － －

受取和解金 99,413 －

その他 － 670

特別利益合計 107,178 670

特別損失

固定資産除却損 18,926 －

たな卸資産廃棄損 5,240 －

投資有価証券評価損 360,165 －

貸倒損失 116 30,000

減損損失 2,247,780 39,204

上場違約金 － 10,000

上場課徴金 － 17,940

前期損益修正損 － 13,340

特別損失合計 2,632,229 110,484

税金等調整前当期純損失（△） △3,049,118 △366,547

法人税、住民税及び事業税 3,181 1,235

法人税等合計 3,181 －

当期純損失（△） △3,052,300 △367,782

－12－



 

  
  （訂正後） 

 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 365,849 308,426

売上原価 200,159 59,433

売上総利益 165,689 248,993

販売費及び一般管理費 672,972 501,844

営業損失（△） △507,283 △252,850

営業外収益

受取利息 44 183

為替差益 － 37,585

受取配当金 － 2

消費税等精算差額 310 －

労働保険料精算差額 321 －

その他 69 2,446

営業外収益合計 745 40,219

営業外費用

支払利息 555 6,641

為替差損 11,758 －

株式交付費償却 2,839 1,286

貸倒引当金繰入額 － 9,747

その他 2,376 8,695

営業外費用合計 17,530 26,371

経常損失（△） △524,068 △239,003

特別利益

貸倒引当金戻入額 7,765 －

受取和解金 99,413 －

その他 － 670

特別利益合計 107,178 670

特別損失

固定資産除却損 18,926 －

たな卸資産廃棄損 5,240 －

投資有価証券評価損 360,165 －

貸倒損失 116 30,000

減損損失 2,247,780 39,204

上場違約金 － 10,000

上場課徴金 － 17,940

特別損失合計 2,632,229 97,144

税金等調整前当期純損失（△） △3,049,118 △335,477

法人税、住民税及び事業税 3,181 1,235

法人税等合計 3,181 1,235

当期純損失（△） △3,052,300 △336,712

－13－



  （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21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,165,970 2,232,070

当期変動額

新株の発行 66,100 －

当期変動額合計 66,100 －

当期末残高 2,232,070 2,232,070

資本剰余金

前期末残高 2,619,499 337,788

当期変動額

新株の発行 66,100 －

資本準備金の取崩 △2,347,811 －

当期変動額合計 △2,281,711 －

当期末残高 337,788 337,788

利益剰余金

前期末残高 △2,474,787 △3,179,276

当期変動額

連結範囲の変動 － 5,496

資本準備金の取崩 2,347,811 －

当期純利益 △3,052,300 △367,782

当期変動額合計 △704,489 △362,285

当期末残高 △3,179,276 △3,541,562

自己株式

前期末残高 △42,989 △42,989

当期末残高 △42,989 △42,989

株主資本合計

前期末残高 2,267,692 △652,407

当期変動額

新株の発行 132,200 －

連結範囲の変動 － 5,496

資本準備金の取崩 － －

当期純利益 △3,052,300 △362,285

当期変動額合計 △2,920,100 △362,285

当期末残高 △652,407 △1,014,693

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △134,763 △13,361

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

121,401 －

当期純利益 － 13,338

当期変動額合計 121,401 13,338

当期末残高 △13,361 △23

－14－



 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

為替換算調整勘定

前期末残高 △1,266 △486

当期変動額

連結範囲の変動 － 803

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

779 －

当期純利益 － 31,109

当期変動額合計 779 31,913

当期末残高 △486 △31,426

評価・換算差額等合計

前期末残高 △136,030 △13,848

当期変動額

連結範囲の変動 － 803

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

122,181 －

当期純損失（△） － 44,447

当期変動額合計 122,181 45,251

当期末残高 △13,848 31,403

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 2,131,662 △666,256

当期変動額

新株の発行 132,200 －

連結範囲の変動 － 6,300

当期純損失（△） △3,052,300 △323,334

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 122,181 －

当期変動額合計 △2,797,918 △317,033

当期末残高 △666,256 △983,290

－15－



  
  （訂正後） 

  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,165,970 2,232,070

当期変動額

新株の発行 66,100 －

当期変動額合計 66,100 －

当期末残高 2,232,070 2,232,070

資本剰余金

前期末残高 2,619,499 337,788

当期変動額

新株の発行 66,100 －

資本準備金の取崩 △2,347,811 －

当期変動額合計 △2,281,711 －

当期末残高 337,788 337,788

利益剰余金

前期末残高 △2,474,787 △3,179,276

当期変動額

連結範囲の変動 － △7,843

資本準備金の取崩 2,347,811 －

当期純利益 △3,052,300 △336,712

当期変動額合計 △704,489 △344,555

当期末残高 △3,179,276 △3,523,832

自己株式

前期末残高 △42,989 △42,989

当期末残高 △42,989 △42,989

株主資本合計

前期末残高 2,267,692 △652,407

当期変動額

新株の発行 132,200 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △7,843

当期純利益 △3,052,300 △336,712

当期変動額合計 △2,920,100 △344,555

当期末残高 △652,407 △996,963

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △134,763 △13,361

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

121,401 13,338

当期変動額合計 121,401 13,338

当期末残高 △13,361 △23

－16－



  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

為替換算調整勘定

前期末残高 △1,266 △486

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

779 31,913

当期変動額合計 779 31,913

当期末残高 △486 31,426

評価・換算差額等合計

前期末残高 △136,030 △13,848

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

122,181 45,251

当期変動額合計 122,181 45,251

当期末残高 △13,848 31,403

純資産合計

前期末残高 2,131,662 △666,256

当期変動額

新株の発行 132,200 －

当期純損失（△） △3,052,300 △336,712

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 122,181 37,408

当期変動額合計 △2,797,918 △299,303

当期末残高 △666,256 △965,559

－17－



  （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21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12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（△） △3,049,118 △366,547

減価償却費 207,882 －

減損損失 2,247,780 13,344

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,693 43,277

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,639 343

返品調整引当金の増減額（△は減少） △812 －

受取利息及び受取配当金 △44 △181

支払利息 555 6,641

為替差損益（△は益） 9,276 21,864

株式交付費償却 2,839 1,286

投資有価証券評価損益（△は益） 360,165 －

固定資産除却損 18,926 －

売上債権の増減額（△は増加） 33,531 1,377

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,240 －

仕入債務の増減額（△は減少） △16,730 21,796

未払金の増減額（△は減少） － 54,494

未収消費税等の増減額（△は増加） △77,581 83,130

その他 △43,854 △19,221

小計 △322,277 △99,950

利息及び配当金の受取額 44 181

利息の支払額 △153 △6,316

法人税等の支払額 △4,503 △894

営業活動によるキャッシュ・フロー △326,889 △106,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △14,310 △1,327

無形固定資産の取得による支出 △36,783 △12,016

長期貸付金の返済 － 10,165

敷金返還による収入 － 3,014

差入保証金の差入による支出 △21,650 －

保証金の返還による収入 55,753 －

貸付けによる支出 △14,125 －

著作権の取得による支出 △6,500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,615 △164

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） △12,100 －

短期借入金の借入による収入 － 85,100

短期借入金の返済による支出 － △22,862

長期借入れによる収入 299,222 －

株式の発行による収入 132,200 －

新株予約権の発行による収入 △39 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 419,283 62,237

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,496 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,281 △44,906

現金及び現金同等物の期首残高 647 46,928

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △119

現金及び現金同等物の期末残高 46,928 1,902

－18－



 

  
  （訂正後） 

 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12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（△） △3,049,118 △335,477

減価償却費 207,882 －

減損損失 2,247,780 13,344

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,693 43,277

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,639 343

返品調整引当金の増減額（△は減少） △812 －

受取利息及び受取配当金 △44 △181

支払利息 555 6,641

為替差損益（△は益） 9,276 －

株式交付費償却 2,839 1,286

投資有価証券評価損益（△は益） 360,165 －

固定資産除却損 18,926 －

売上債権の増減額（△は増加） 33,531 1,377

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,240 －

仕入債務の増減額（△は減少） △16,730 21,796

未払金の増減額（△は減少） － 58,629

未収消費税等の増減額（△は増加） △77,581 83,130

その他 △43,854 5,881

小計 △322,277 △99,950

利息及び配当金の受取額 44 181

利息の支払額 △153 △6,316

法人税等の支払額 △4,503 △894

営業活動によるキャッシュ・フロー △326,889 △106,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △14,310 △1,327

無形固定資産の取得による支出 △36,783 △12,016

長期貸付金の返済 － 10,165

敷金返還による収入 － 3,014

差入保証金の差入による支出 △21,650 －

保証金の返還による収入 55,753 －

貸付けによる支出 △14,125 －

著作権の取得による支出 △6,500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,615 △164

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） △12,100 －

短期借入金の借入による収入 － 82,600

短期借入金の返済による支出 － △20,362

長期借入れによる収入 299,222 －

株式の発行による収入 132,200 －

新株予約権の発行による収入 △39 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 419,283 62,237

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,496 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,281 △44,906

現金及び現金同等物の期首残高 647 46,928

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △119

現金及び現金同等物の期末残高 46,928 1,902

－19－



 

  （訂正前） 

   （前略） 

 当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

１ 連結財務諸表提出会社の役員及び個人株主等 

 
   （後略） 

  （訂正後） 

   （前略） 

 当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

１ 連結財務諸表提出会社の役員及び個人株主等 

 

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％)

関連当事者と

の関係
取引の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

役員 森谷一彦
－ －

代表取締役
被 所 有  
12.20％

金銭の貸付
金銭の貸付 
（注１）

20,000

短期貸付金 1,958

長期貸付金 7,230

金銭の借入 金銭の借入 20,700 短期借入金 19,050

役員 前田雅弘 － － 取締役
被 所 有  
0.63％

金銭の借入 金銭の借入 

12,800 短期借入金 6,087

542 立替金 542

属性
会社等 
の名称

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％)

関連当事者と

の関係
取引の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

役員 森谷一彦
－ －

代表取締役
被 所 有  
12.20％

金銭の貸付
金銭の貸付 
（注１）

20,000

短期貸付金 1,958

長期貸付金 7,230

金銭の借入 金銭の借入 20,700 短期借入金 19,050

役員 前田雅弘 － － 取締役
被 所 有  
0.63％

金銭の借入 

金銭の借入 12,800 短期借入金 6,087

金銭の貸付 542 立替金 542

   （後略）

－20－



（訂正前） 

 
(注) １. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
２. １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり純資産額 △706.97円 １株当たり純資産額 △1,043.37円

１株当たり当期純損失金額 3,871.59円 １株当たり当期純損失金額 △390.25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が計上されているた
め記載しておりません。

           同左

前連結会計年度
(平成21年12月31日）

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) △666,256 △983,290

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) △666,256 △983,290

期末の普通株式の数(株) 942,412 942,412

 
前連結会計年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当期純損失（千円） 3,052,300 △367,782

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） 3,052,300 △367,782

期中平均株式数（株） 788,385.0 942,412

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めなかった潜在株式
の概要

 平成16年３月30日定時
株主総会決議による自己
株式取得方式のストック
オプション（株式の数
160株）

（同左）

－21－



 

  
（訂正後） 

 
(注) １. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
２. １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり純資産額 △706.97円 １株当たり純資産額 △1,024.56円

１株当たり当期純損失金額 3,871.59円 １株当たり当期純損失金額 357.29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が計上されているた
め記載しておりません。

           同左

前連結会計年度
(平成21年12月31日）

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) △666,256 △965,559

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) △666,256 △965,559

期末の普通株式の数(株) 942,412 942,412

 
前連結会計年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当期純損失（千円） 3,052,300 336,712

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） 3,052,300 336,712

期中平均株式数（株） 788,385.0 942,412

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めなかった潜在株式
の概要

 平成16年３月30日定時
株主総会決議による自己
株式取得方式のストック
オプション（株式の数
160株）

（同左）

－22－



   （訂正前） 

  

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12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 46,447 1,591

受取手形 7,875 －

売掛金 56,653 61,003

商品 － －

製品 － －

前渡金 29,206 30,000

前払費用 2,662 －

未収還付消費税 89,646 6,629

短期貸付金 3,932 1,958

その他 5,100 7,236

貸倒引当金 △1 △39,749

流動資産合計 241,521 68,669

固定資産

有形固定資産

建物 25,585 25,585

減価償却累計額 △3,173 △3,173

減損損失累計額 △22,412 △22,412

建物（純額） － －

工具、器具及び備品 316,371 317,699

減価償却累計額 △170,541 △170,541

減損損失累計額 △145,829 △147,157

工具、器具及び備品（純額） － －

有形固定資産合計 － －

無形固定資産

商標権 － －

特許権 － －

電話加入権 － －

ソフトウエア － －

ソフトウエア仮勘定 － －

コンテンツ － －

著作権 － －

無形固定資産合計 － －

投資その他の資産

投資有価証券 554 552

役員長期貸付金 15,422 7,230

関係会社株式 118,094 118,094

長期前払費用 4,619 2,209

差入保証金 25,058 22,063

求償権 74,000 74,000

破産更生債権等 29,969 29,969

貸倒引当金 △103,969 △103,969

投資損失引当金 △15,000 △15,000

投資その他の資産合計 148,750 135,151

固定資産合計 148,750 135,151

繰延資産

株式交付費 1,319 32

繰延資産合計 1,319 32

資産合計 391,590 203,852

－23－



 

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,410 －

買掛金 14,182 38,389

短期借入金 4,900 67,137

未払金 553,595 628,975

未払費用 4,405 －

未払法人税等 6,991 7,332

預り金 118,172 122,918

企業買収関連引当金 34,891 34,891

その他 928 12,003

流動負債合計 740,477 911,649

固定負債

長期支払手形 3,816 1,406

関係会社長期借入金 392,743 392,743

退職給付引当金 3,113 3,456

長期未払金 13,850 13,850

固定負債合計 413,523 411,456

負債合計 1,154,000 1,323,105

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,070 2,232,070

資本剰余金

資本準備金 314,609 314,609

その他資本剰余金 23,178 23,178

資本剰余金合計 337,788 337,788

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △3,289,257 △3,646,098

利益剰余金合計 △3,289,257 △3,646,098

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 △762,388 △1,119,229

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △21 △23

評価・換算差額等合計 △21 △23

純資産合計 △762,409 △1,119,252

負債純資産合計 391,590 203,852

－24－



  
   （訂正後） 

  

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 46,447 1,591

受取手形 7,875 －

売掛金 56,653 61,003

商品 － －

製品 － －

前渡金 29,206 30,000

前払費用 2,662 －

未収還付消費税 89,646 6,629

短期貸付金 3,932 1,958

その他 5,100 7,236

貸倒引当金 △1 △39,749

流動資産合計 241,521 68,669

固定資産

有形固定資産

建物 25,585 25,585

減価償却累計額 △3,173 △3,173

減損損失累計額 △22,412 △22,412

建物（純額） － －

工具、器具及び備品 316,371 317,699

減価償却累計額 △170,541 △170,541

減損損失累計額 △145,829 △147,157

工具、器具及び備品（純額） － －

有形固定資産合計 － －

投資その他の資産

投資有価証券 554 552

役員長期貸付金 15,422 7,230

関係会社株式 118,094 3,094

長期前払費用 4,619 2,209

差入保証金 25,058 22,063

求償権 74,000 74,000

貸倒懸念債権 29,969 29,969

貸倒引当金 △103,969 △103,969

投資損失引当金 △15,000 －

投資その他の資産合計 148,750 35,151

固定資産合計 148,750 35,151

繰延資産

株式交付費 1,319 32

繰延資産合計 1,319 32

資産合計 391,590 103,852

－25－



  

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,410 －

買掛金 14,182 38,389

短期借入金 4,900 67,137

未払金 553,595 611,245

未払費用 4,405 －

未払法人税等 6,991 7,332

預り金 118,172 122,918

企業買収関連引当金 34,891 34,891

その他 928 12,003

流動負債合計 740,477 893,919

固定負債

長期支払手形 3,816 1,406

関係会社長期借入金 392,743 392,743

退職給付引当金 3,113 3,456

長期未払金 13,850 13,850

固定負債合計 413,523 411,456

負債合計 1,154,000 1,305,375

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,070 2,232,070

資本剰余金

資本準備金 314,609 314,609

その他資本剰余金 23,178 23,178

資本剰余金合計 337,788 337,788

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △3,289,257 △3,728,368

利益剰余金合計 △3,289,257 △3,728,368

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 △762,388 △1,201,499

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △21 △23

評価・換算差額等合計 △21 △23

純資産合計 △762,409 △1,201,522

負債純資産合計 391,590 103,852

－26－



  （訂正前） 

  

 (2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 365,849 305,994

売上原価 200,159 59,433

売上総利益 165,689 246,561

販売費及び一般管理費

発送運賃 1,040 377

広告宣伝費 3,556 30,585

役員報酬 65,030 57,000

給料手当及び賞与 129,501 140,833

退職給付費用 2,276 897

法定福利費 19,171 20,946

旅費交通費及び通信費 12,691 10,077

支払手数料 154,066 149,132

地代家賃 61,848 19,847

消耗品費 5,942 6,755

減価償却費 92,755 －

通信費 6,603 6,052

修繕費 20,111 4,569

その他 97,466 50,468

販売費及び一般管理費合計 672,062 497,546

営業損失（△） △506,373 △250,985

営業外収益

受取利息 44 183

受取配当金 － 2

為替差益 － 21,513

消費税等精算差額 310 －

労働保険料精算差額 321 －

その他 69 2,446

営業外収益合計 745 24,147

営業外費用

支払利息 2,018 12,867

為替差損 6,057 －

株式交付費償却 2,839 1,286

貸倒引当金繰入額 － 9,747

違約金 2,376 －

その他 － 8,684

営業外費用合計 13,293 32,586

経常損失（△） △518,921 △259,424

－27－



 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

特別利益

返品調整引当金戻入益 1,436 －

その他 － 670

特別利益合計 1,436 670

特別損失

固定資産除却損 18,926 －

たな卸資産廃棄損 5,240 －

投資有価証券評価損 360,165 －

貸倒損失 5,955 30,000

関係会社株式評価損 － －

減損損失 2,247,780 39,204

債務保証損失引当金繰入額 － －

投資損失引当金繰入額 15,000 －

上場違約金 － 10,000

上場課徴金 － 17,940

特別損失合計 2,653,069 97,144

税引前当期純損失（△） △3,170,553 △355,898

法人税、住民税及び事業税 2,891 945

法人税等合計 2,891 945

当期純損失（△） △3,173,445 △356,843

－28－



  
  （訂正後） 

  

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 365,849 305,994

売上原価 200,159 59,433

売上総利益 165,689 246,561

販売費及び一般管理費

発送運賃 1,040 377

広告宣伝費 3,556 30,585

役員報酬 65,030 57,000

給料手当及び賞与 129,501 140,833

退職給付費用 2,276 897

法定福利費 19,171 20,946

旅費交通費及び通信費 12,691 10,077

支払手数料 154,066 149,132

地代家賃 61,848 19,847

消耗品費 5,942 6,755

減価償却費 92,755 －

通信費 6,603 6,052

修繕費 20,111 4,569

その他 97,466 50,468

販売費及び一般管理費合計 672,062 497,546

営業損失（△） △506,373 △250,985

営業外収益

受取利息 44 183

受取配当金 － 2

為替差益 － 39,244

消費税等精算差額 310 －

労働保険料精算差額 321 －

その他 69 2,446

営業外収益合計 745 41,877

営業外費用

支払利息 2,018 12,867

為替差損 6,057 －

株式交付費償却 2,839 1,286

貸倒引当金繰入額 － 9,747

違約金 2,376 －

その他 － 8,684

営業外費用合計 13,293 32,586

経常損失（△） △518,921 △241,694

－29－



  

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

特別利益

返品調整引当金戻入益 1,436 －

投資損失引当金戻入益 － 15,000

その他 － 670

特別利益合計 1,436 15,670

特別損失

固定資産除却損 18,926 －

たな卸資産廃棄損 5,240 －

投資有価証券評価損 360,165 －

貸倒損失 5,955 30,000

関係会社株式評価損 － －

減損損失 2,247,780 39,204

債務保証損失引当金繰入額 － －

投資損失引当金繰入額 15,000 －

上場違約金 － 10,000

上場課徴金 － 17,940

子会社株式評価損 － 115,000

特別損失合計 2,653,069 212,144

税引前当期純損失（△） △3,170,553 △438,168

法人税、住民税及び事業税 2,891 945

法人税等合計 2,891 945

当期純損失（△） △3,173,445 △439,113

－30－



  （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21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,165,970 2,232,070

当期変動額

新株の発行 66,100 －

当期変動額合計 66,100 －

当期末残高 2,232,070 2,232,070

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,896,320 314,609

当期変動額

新株の発行 66,100 －

資本準備金の取崩 △1,647,811 －

当期変動額合計 △1,581,711 －

当期末残高 314,609 314,609

その他資本剰余金

前期末残高 723,178 23,178

当期変動額

資本準備金の取崩 △700,000 －

当期変動額合計 △700,000 －

当期末残高 23,178 23,178

資本剰余金合計

前期末残高 2,619,499 337,788

当期変動額

新株の発行 66,100 －

資本準備金の取崩 △2,347,811 －

当期変動額合計 △2,281,711 －

当期末残高 337,788 337,788

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 △2,463,623 △3,289,257

当期変動額

資本準備金の取崩 2,347,811 －

連結範囲の変動 － 1

当期純損失（△） △3,173,445 △356,843

当期変動額合計 △825,634 △356,841

当期末残高 △3,289,257 △3,646,098

利益剰余金合計

前期末残高 △2,463,623 △3,289,257

当期変動額

資本準備金の取崩 2,347,811 －

連結範囲の変動 － 1

当期純損失（△） △3,173,445 △356,843

当期変動額合計 △825,635 △356,841

当期末残高 △3,289,257 △3,646,098

自己株式

前期末残高 △42,989 △42,989

当期末残高 △42,989 △42,989

－31－



 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

株主資本合計

前期末残高 2,278,857 △762,388

当期変動額

新株の発行 132,200 －

連結範囲の変動 － 1

当期純損失（△） △3,173,445 △356,841

当期変動額合計 △3,041,245 △356,841

当期末残高 △762,388 △1,119,229

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △134,763 △21

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

134,741 －

当期純損失（△） △3,173,445 △1

当期変動額合計 134,741 △1

当期末残高 △21 △23

評価・換算差額等合計

前期末残高 △134,763 △21

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

134,741 －

当期純損失（△） △3,173,445 △1

当期変動額合計 134,741 △1

当期末残高 △21 △23

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 2,144,093 △762,409

当期変動額

新株の発行 132,200 －

連結範囲の変動 － 1

当期純損失（△） △3,173,445 △356,845

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 134,741 －

当期変動額合計 △2,906,503 △356,843

当期末残高 △762,409 △1,119,252

－32－



  
  （訂正後） 

  

 
  
 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,165,970 2,232,070

当期変動額

新株の発行 66,100 －

当期変動額合計 66,100 －

当期末残高 2,232,070 2,232,070

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,896,320 314,609

当期変動額

新株の発行 66,100 －

資本準備金の取崩 △1,647,811 －

当期変動額合計 △1,581,711 －

当期末残高 314,609 314,609

その他資本剰余金

前期末残高 723,178 23,178

当期変動額

資本準備金の取崩 △700,000 －

当期変動額合計 △700,000 －

当期末残高 23,178 23,178

資本剰余金合計

前期末残高 2,619,499 337,788

当期変動額

新株の発行 66,100 －

資本準備金の取崩 △2,347,811 －

当期変動額合計 △2,281,711 －

当期末残高 337,788 337,788

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 △2,463,623 △3,289,257

当期変動額

資本準備金の取崩 2,347,811 －

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

－ 1

当期純損失（△） △3,173,445 △439,113

当期変動額合計 △825,634 △439,111

当期末残高 △3,289,257 △3,728,368

－33－



  

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年12月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 △2,463,623 △3,289,257

当期変動額

資本準備金の取崩 2,347,811 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 1

当期純損失（△） △3,173,445 △439,113

当期変動額合計 △825,635 △439,111

当期末残高 △3,289,257 △3,728,368

自己株式

前期末残高 △42,989 △42,989

当期末残高 △42,989 △42,989

株主資本合計

前期末残高 2,278,857 △762,388

当期変動額

新株の発行 132,200 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 1

当期純損失（△） △3,173,445 △439,113

当期変動額合計 △3,041,245 △439,111

当期末残高 △762,388 △1,201,499

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △134,763 △21

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

134,741 △1

当期変動額合計 134,741 △1

当期末残高 △21 △23

評価・換算差額等合計

前期末残高 △134,763 △21

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

134,741 △1

当期変動額合計 134,741 △1

当期末残高 △21 △23

純資産合計

前期末残高 2,144,093 △762,409

当期変動額

新株の発行 132,200 －

当期純損失（△） △3,173,445 △439,113

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 134,741 －

当期変動額合計 △2,906,503 △439,112

当期末残高 △762,409 △1,201,522

－34－



（訂正前） 

①代表者等の異動（平成23年３月30日付予定）  

 退任予定代表取締役 森谷 一彦 

②その他の役員の異動（平成23年３月30日付予定） 

 1.退任予定取締役 

   取締役 森谷 一彦 

   取締役 前田 雅弘 

   取締役 吉岡 公和 

 2.新任予定取締役 

   取締役 浅田 眞一 

   取締役 泉 雅輝 

   取締役 津之下 岳 

 3.新任予定監査役 

      監査役 荒井 啓之 

   監査役 藤井 伸輔 

 該当事項は、ありません。 

  

（訂正後） 

①その他の役員の異動（平成23年３月30日付予定） 

 1.退任予定取締役 

   取締役 吉岡 公和 

 2.新任予定取締役 

   取締役 南  公祐 

   取締役 松下  純 

 3.新任予定監査役 

      監査役 荒井 啓之 

   監査役 藤井 伸輔 

 該当事項は、ありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

(1) 役員の異動

(2) その他

－35－




