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（訂正）「平成 22 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

当社は、平成 23 年５月 20 日付「過年度有価証券報告書等の一部訂正等に関するお知らせ」に

おいて、過年度決算訂正につきまして、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。 

このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成 22 年５月 14 日付「平成 22 年

３月期 決算短信」の一部訂正について添付のとおりお知らせいたします。 

 

 なお、訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には下線＿＿を付して表示しております。 

 

 

以上 
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1. 経営成績 

 (3) キャッシュ・フローの分析 

（訂正前） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首に比べて15,703千円

減少し、60,325千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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) 

営業活動の結果使用した資金は187,242千円（前連結会計年度は213,524千円の使用）となりました。

これは主として、売上債権の減少25,537千円、破産更生債権等の減少59,325千円等の資金増加があっ

たものの、税金等調整前当期純損失の計上91,877千円、仕入債務の減少50,270千円、貸倒引当金の減少

33,533千円等の資金減少があったことの結果によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果獲得した資金は230,488千円（前連結会計年度は107,379千円の使用）となりました。

これは主として投資有価証券の売却による収入176,917千円、長期貸付金の回収による収入95,000千

円、短期貸付による支出37,001千円があったことによるものであります。 

(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財務活動の結果使用した資金は58,950千円（前連結会計年度は37,850千円の

使用）となりました。 

これは主に株式の発行による収入70,000千円、長期借入金の返済による支出175,600千円によるもの

であります。 

  

平成22年３月期 決算短信
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※平成19年３月期の連結会計年度よりはじめて連結財務諸表を作成しておりますので、平成18年３月期以前の関連指標は個別財務諸

表のキャッシュ・フロー計算書に基づくものであります。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しております。有利子負

債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、

キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※平成18年３月期、平成19年３月期、平成21年３月期、平成22年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつ

いては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

  

平成18年３月期 平成19年３月期 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 68.7 56.0 34.5 16.3 44.6

時価ベースの自己資本比率 279.0 244.5 65.3 62.7 258.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― 1.5 ― ―

インタレスト・カバレッジ・
  レシオ

― ― 24.6 ― ―
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（訂正後） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首に比べて15,703千円

減少し、60,325千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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) 

営業活動の結果使用した資金は187,242千円（前連結会計年度は213,524千円の使用）となりました。

これは主として、売上債権の減少25,537千円、破産更生債権等の減少59,325千円等の資金増加があっ

たものの、税金等調整前当期純損失の計上91,877千円、仕入債務の減少50,270千円、貸倒引当金の減少

33,533千円等の資金減少があったことの結果によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果獲得した資金は230,488千円（前連結会計年度は107,379千円の使用）となりました。

これは主として投資有価証券の売却による収入176,917千円、長期貸付金の回収による収入95,000千

円、短期貸付による支出37,001千円があったことによるものであります。 

(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財務活動の結果使用した資金は58,950千円（前連結会計年度は37,850千円の

使用）となりました。 

これは主に株式の発行による収入70,000千円、長期借入金の返済による支出175,600千円によるもの

であります。 

  

－4－



  
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※平成19年３月期の連結会計年度よりはじめて連結財務諸表を作成しておりますので、平成18年３月期以前の関連指標は個別財務諸

表のキャッシュ・フロー計算書に基づくものであります。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しております。有利子負

債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、

キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※平成18年３月期、平成19年３月期、平成21年３月期、平成22年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつ

いては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

平成18年３月期 平成19年３月期 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 68.7 49.7 34.5 16.3 44.6

時価ベースの自己資本比率 279.0 281.7 65.3 62.7 258.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― 1.5 ― ―

インタレスト・カバレッジ・
  レシオ

― ― 24.6 ― ―
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（訂正前） 

4.【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 76,028 60,325

受取手形及び売掛金 39,947 14,410

商品 3,364 85

仕掛品 219 2,562

貯蔵品 584 562

短期貸付金 － 38,343

仮払金 － 20,020

その他 ※2 24,720 17,035

貸倒引当金 △83 △18,439

流動資産合計 144,781 134,906

固定資産

有形固定資産

建物 7,556 4,950

減価償却累計額 △1,926 △2,893

建物（純額） 5,629 2,056

工具、器具及び備品 16,781 17,075

減価償却累計額 △12,583 △14,487

工具、器具及び備品（純額） 4,197 2,587

有形固定資産合計 9,827 4,643

無形固定資産

ソフトウエア － 9,095

その他 17,178 114

無形固定資産合計 17,178 9,210

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 104,566 1,738

長期貸付金 112,549 11,767

破産更生債権等 305,675 246,350

その他 13,411 8,169

貸倒引当金 △310,532 △258,642

投資その他の資産合計 225,670 9,383

固定資産合計 252,676 23,237

資産合計 397,458 158,143
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(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 66,340 16,070

短期借入金 ※1 31,850 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1 67,200 9,100

未払金 38,416 26,501

未払費用 － 8,479

未払法人税等 14,188 2,130

賞与引当金 1,197 1,320

その他 19,015 2,460

流動負債合計 238,208 66,063

固定負債

長期借入金 ※1 67,000 －

負ののれん 27,520 21,623

固定負債合計 94,520 21,623

負債合計 332,729 87,686

純資産の部

株主資本

資本金 450,790 485,790

新株式申込証拠金 － ※3 28,000

資本剰余金 559,940 594,940

利益剰余金 △918,342 △1,010,983

自己株式 △27,290 △27,290

株主資本合計 65,097 70,456

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △368 －

評価・換算差額等合計 △368 －

純資産合計 64,728 70,456

負債純資産合計 397,458 158,143
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（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

流動資産

現金及び預金 76,028 60,325

受取手形及び売掛金 39,947 14,410

商品 3,364 85

仕掛品 219 2,562

貯蔵品 584 562

短期貸付金 － 38,343

仮払金 － ※3 20,020

その他 ※2 24,720 17,035

貸倒引当金 △83 △18,439

流動資産合計 144,781 134,906

固定資産

有形固定資産

建物 7,556 4,950

減価償却累計額 △1,926 △2,893

建物（純額） 5,629 2,056

工具、器具及び備品 16,781 17,075

減価償却累計額 △12,583 △14,487

工具、器具及び備品（純額） 4,197 2,587

有形固定資産合計 9,827 4,643

無形固定資産

ソフトウエア － 9,095

その他 17,178 114

無形固定資産合計 17,178 9,210

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 104,566 1,738

長期貸付金 112,549 11,767

破産更生債権等 253,175 193,850

その他 13,411 8,169

貸倒引当金 △258,032 △206,142

投資その他の資産合計 225,670 9,383

固定資産合計 252,676 23,237

資産合計 397,458 158,143
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(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 66,340 16,070

短期借入金 ※1 31,850 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1 67,200 9,100

未払金 38,416 26,501

未払費用 － 8,479

未払法人税等 14,188 2,130

賞与引当金 1,197 1,320

その他 19,015 2,460

流動負債合計 238,208 66,063

固定負債

長期借入金 ※1 67,000 －

負ののれん 27,520 21,623

固定負債合計 94,520 21,623

負債合計 332,729 87,686

純資産の部

株主資本

資本金 450,790 485,790

新株式申込証拠金 － ※4 28,000

資本剰余金 559,940 594,940

利益剰余金 △918,342 △1,010,983

自己株式 △27,290 △27,290

株主資本合計 65,097 70,456

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △368 －

評価・換算差額等合計 △368 －

純資産合計 64,728 70,456

負債純資産合計 397,458 158,143
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（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 60,138 28,763

売掛金 861 2,031

商品 － 85

貯蔵品 532 504

前渡金 － 94

前払費用 1,290 1,181

短期貸付金 2,058 －

立替金 121 －

未収消費税等 6,380 －

その他 2,063 7,348

貸倒引当金 △97 △1,052

流動資産合計 73,351 38,956

固定資産

有形固定資産

建物 4,950 4,950

減価償却累計額 △1,239 △2,893

建物（純額） 3,710 2,056

工具、器具及び備品 2,950 2,950

減価償却累計額 △2,564 △2,694

工具、器具及び備品（純額） 385 255

有形固定資産合計 4,095 2,312

無形固定資産

ソフトウエア 29 －

電話加入権 85 －

その他 0 85

無形固定資産合計 114 85

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 104,566 1,738

関係会社株式 340,000 314,497

出資金 10 10

長期貸付金 9,494 9,494

敷金及び保証金 7,213 7,624

破産更生債権等 305,675 246,350

長期未収入金 524 －

その他 － 524

貸倒引当金 △286,718 △256,368

投資その他の資産合計 480,765 323,870

固定資産合計 484,975 326,267

資産合計 558,326 365,224
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(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 54,457 1,047

短期借入金 ※1, ※2 296,672 ※1 269,135

1年内返済予定の長期借入金 ※2 67,200 9,100

未払金 37,392 ※1 26,999

未払費用 28,449 ※1 35,421

未払法人税等 1,703 1,490

前受金 － 514

預り金 3,739 1,474

賞与引当金 989 1,069

流動負債合計 490,604 346,253

固定負債

長期借入金 ※2 67,000 －

固定負債合計 67,000 －

負債合計 557,604 346,253

純資産の部

株主資本

資本金 450,790 485,790

新株式申込証拠金 － ※3 28,000

資本剰余金

資本準備金 559,940 594,940

資本剰余金合計 559,940 594,940

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △982,348 △1,062,468

利益剰余金合計 △982,348 △1,062,468

自己株式 △27,290 △27,290

株主資本合計 1,091 18,971

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △368 －

評価・換算差額等合計 △368 －

純資産合計 722 18,971

負債純資産合計 558,326 365,224
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（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

流動資産

現金及び預金 60,138 28,763

売掛金 861 2,031

商品 － 85

貯蔵品 532 504

前渡金 － 94

前払費用 1,290 1,181

短期貸付金 2,058 －

立替金 121 －

未収消費税等 6,380 －

その他 2,063 7,348

貸倒引当金 △97 △1,052

流動資産合計 73,351 38,956

固定資産

有形固定資産

建物 4,950 4,950

減価償却累計額 △1,239 △2,893

建物（純額） 3,710 2,056

工具、器具及び備品 2,950 2,950

減価償却累計額 △2,564 △2,694

工具、器具及び備品（純額） 385 255

有形固定資産合計 4,095 2,312

無形固定資産

ソフトウエア 29 －

電話加入権 85 －

その他 0 85

無形固定資産合計 114 85

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 104,566 1,738

関係会社株式 340,000 314,497

出資金 10 10

長期貸付金 9,494 9,494

敷金及び保証金 7,213 7,624

破産更生債権等 253,175 193,850

長期未収入金 524 －

その他 － 524

貸倒引当金 △234,218 △203,868

投資その他の資産合計 480,765 323,870

固定資産合計 484,975 326,267

資産合計 558,326 365,224
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(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 54,457 1,047

短期借入金 ※1, ※2 296,672 ※1 269,135

1年内返済予定の長期借入金 ※2 67,200 9,100

未払金 37,392 ※1 26,999

未払費用 28,449 ※1 35,421

未払法人税等 1,703 1,490

前受金 － 514

預り金 3,739 1,474

賞与引当金 989 1,069

流動負債合計 490,604 346,253

固定負債

長期借入金 ※2 67,000 －

固定負債合計 67,000 －

負債合計 557,604 346,253

純資産の部

株主資本

資本金 450,790 485,790

新株式申込証拠金 － ※3 28,000

資本剰余金

資本準備金 559,940 594,940

資本剰余金合計 559,940 594,940

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △982,348 △1,062,468

利益剰余金合計 △982,348 △1,062,468

自己株式 △27,290 △27,290

株主資本合計 1,091 18,971

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △368 －

評価・換算差額等合計 △368 －

純資産合計 722 18,971

負債純資産合計 558,326 365,224
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