
 

 

 

 

 
 

平成23年４月14日に公表しました「平成23年５月期第３四半期決算短信」の記載内容に一部訂正すべ

き事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。本来であれば、本社社屋の賃貸借契約の解除

が確認できた時点で第３四半期決算短信に反映すべきものでありましたが、訂正が遅延したことに関し

て深くお詫び申し上げます。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

記 

１.訂正理由 

当該訂正の原因となった本社社屋の賃貸借契約の解除の事実等については、第３四半期レビューにお

いて当社の会計監査人である監査法人元和からの質問等に対して当該事実を告知しておりませんでした

が、平成23年６月に当該事実を告知をし、監査法人元和と対応を協議した結果、四半期報告書の訂正行

うことといたしましたので、決算短信についても同様に訂正を行います。 

２.訂正内容 

【訂正箇所】 

 （サマリー情報１ページ目） 

 1.平成23年５月期第３四半期の連結業績 

  （1）連結経営成績（累計） 

  【訂正前】 
  
  

 

   

   

  【訂正後】 
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平成23年6月28日

各  位

会社名 株式会社ＥＣＩ

代表者名 代表取締役ＣＥＯ   鈴木 幹雄  
コード番号  4567 名証セントレックス

問合せ先 経理部長       田辺 信親
(TEL.044-201-8471)

(訂正・数値データ訂正あり)

 「平成23年5月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について

(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 476％ 百万円 ％

23年５月期第３四半期 55 △74.4 △475 ― △475 ― △476 ―
22年５月期第３四半期 217 △1.6 △543 ― △586 ― △577 ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

23年５月期第３四半期 △2,221.04 ―

22年５月期第３四半期 △2,880.68 ―

(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 476％ 百万円 ％

23年５月期第３四半期 55 △74.4 △475 ― △475 ― △633 ―
22年５月期第３四半期 217 △1.6 △543 ― △586 ― △577 ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

23年５月期第３四半期 △2,949.86 ―

22年５月期第３四半期 △2,880.68 ―
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  【訂正前】 

 

 
  【訂正後】 

   

   

  

 （添付資料1ページ目） 

  【訂正前】 

    （前略） 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………  9 

    （中略） 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 15 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 17 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 19 

(7) 重要な後発事象に関する注記 ……………………………………………………… 19 

  【訂正後】 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………  9 

    （中略） 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 15 

(5) 四半期連結損益計算書に関する注記 ……………………………………………… 17 

(6) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 18 

(7) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 20 

(8) 重要な後発事象に関する注記 ……………………………………………………… 20 

 (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

23年５月期第３四半期 276 △282 ─ △1,342.08

 22年５月期 400 124 29.2 550.70

(参考) 自己資本 23年５月期第３四半期 △289百万円  22年５月期 116百万円

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

23年５月期第３四半期 210 △438 ─ △2,066.61

 22年５月期 400 124 29.2 550.70

(参考) 自己資本 23年５月期第３四半期 △446百万円  22年５月期 116百万円

    ○添付資料の目次
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 （添付資料2ページ目） 

  【訂正前】 

 当社グループは、創薬及び創薬関連事業、創薬ツール供給事業ならびに健康食品卸売事業において事

業を展開しております。当第３四半期連結累計期間における売上高は55,744千円（前年同期と比べ

162,089千円の減収）、営業損失は475,511千円（前年同期と比べ67,968千円の損失の減少）、経常損失

は475,579千円（前年同期と比べ110,429千円の損失の減少）、四半期純損失は476,704千円（前年同期

と比べ100,420千円の損失の減少）となりました。 

   （後略） 

  【訂正後】 

 当社グループは、創薬及び創薬関連事業、創薬ツール供給事業ならびに健康食品卸売事業において事

業を展開しております。当第３四半期連結累計期間における売上高は55,744千円（前年同期と比べ

162,089千円の減収）、営業損失は475,511千円（前年同期と比べ67,968千円の損失の減少）、経常損失

は475,579千円（前年同期と比べ110,429千円の損失の減少）、四半期純損失は633,131千円（前年同期

と比べ100,420千円の損失の減少）となりました。 

   （後略） 

 （添付資料2ページ目） 

  （資産） 

  【訂正前】 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて109,965千円減少し、138,939千円となりました。これは、

現金及び預金が68,751千円、前渡金が46,248千円それぞれ減少したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて13,474千円減少し、137,719千円となりました。これは、固

定資産の取得が14,651千円であったのに対し、減価償却累計額が23,934千円増加したことなどによりま

す。  

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて123,439千円減少し、276,658千円となりました。  

  

  【訂正後】 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて109,965千円減少し、138,939千円となりました。これは、

現金及び預金が68,751千円、前渡金が46,248千円それぞれ減少したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて79,504千円減少し、71,690千円となりました。これは、敷金

及び保証金の減額66,029千円、固定資産の取得が14,651千円であったのに対し、減価償却累計額が

23,934千円増加したことなどによります。  

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて189,469千円減少し、210,629千円となりました。 

  

 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（1）連結経営成績に関する定性的情報

（2）連結財政状態に関する定性的情報

 ①財政状態の分析
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  （負債） 

  【訂正前】 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて283,064千円増加し、375,324千円となりました。これは、未

払金が189,274千円、短期借入金が69,700千円それぞれ増加したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度と変わらず183,374千円となりました。             

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて283,064千円増加し、558,699千円となりました。  

  

  【訂正後】 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて373,461千円増加し、465,721千円となりました。これは、未

払金が189,274千円、本社移転費用引当金が90,397千円、短期借入金が69,700千円それぞれ増加したこ

となどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度と変わらず183,374千円となりました。             

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて373,461千円増加し、649,096千円となりました。  

  

  

  （純資産） 

  【訂正前】 

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて406,504千円減少し、△282,040千円となりました。これは

主に、資本金が35,100千円、資本剰余金が35,100千円増加、利益剰余金が476,704千円減少したことに

よります。  

  

  【訂正後】 

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて562,931千円減少し、△438,467千円となりました。これは

主に、資本金が35,100千円、資本剰余金が35,100千円増加、利益剰余金が633,131千円減少したことに

よります。 
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 （添付資料6ページ目） 

１.「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

  【訂正前】 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年

３月31日）を適用しております。                                

これによる営業利益、経常利益、及び税金等調整前四半期純利益への影響額はありません。 

     

  【訂正後】 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年

３月31日）を適用しております。                                

これにより当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が30,000千円減少しております。 

 （添付資料6ページ目） 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日) 

  【訂正前】 

 当社グループは、当第３四半期連結累計期間において476,704千円の純損失ならびに208,457千円の営

業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。その結果、当第３四半期連結会計期

間末において282,040千円の債務超過となっております。 

   （後略） 

  【訂正後】 

 当社グループは、当第３四半期連結累計期間において633,131千円の純損失ならびに208,457千円の営

業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。その結果、当第３四半期連結会計期

間末において438,467千円の債務超過となっております。 

   （後略） 

  2. その他の情報

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

  2. その他の情報

 (4)継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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 （添付資料9ページ目） 

  【訂正前】 

 

   3. 四半期連結財務諸表

    (1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 204 68,956

売掛金 9,251 24,547

商品及び製品 41,885 67,755

原材料及び貯蔵品 68,946 7,546

前渡金 10,000 56,248

前払費用 315 9,199

未収消費税等 7,941 11,561

その他 394 3,089

流動資産合計 138,939 248,904

固定資産

有形固定資産

建物 33,914 33,914

減価償却累計額 △18,053 △16,110

建物（純額） 15,860 17,803

工具、器具及び備品 842,824 831,512

減価償却累計額 △787,638 △765,646

工具、器具及び備品（純額） 55,186 65,866

有形固定資産合計 71,047 83,669

無形固定資産

ソフトウエア 494 1,150

無形固定資産合計 494 1,150

投資その他の資産

敷金及び保証金 66,029 66,113

破産更生債権等 89,876 89,876

貸倒引当金 △89,876 △89,876

その他 149 260

投資その他の資産合計 66,178 66,374

固定資産合計 137,719 151,194

資産合計 276,658 400,098

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 12,968 4,061

短期借入金 94,700 25,000

未払金 227,397 38,123

未払法人税等 13,112 12,387

前受金 － 4,250

その他 27,145 8,437

流動負債合計 375,324 92,259

固定負債

長期預り金 183,374 183,374

固定負債合計 183,374 183,374

負債合計 558,699 275,634
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  【訂正後】 

 

純資産の部

株主資本

資本金 2,766,644 2,731,544

資本剰余金 3,893,280 3,858,180

利益剰余金 △6,949,679 △6,472,975

株主資本合計 △289,754 116,750

新株予約権 7,713 7,713

純資産合計 △282,040 124,464

負債純資産合計 276,658 400,098

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 204 68,956

売掛金 9,251 24,547

商品及び製品 41,885 67,755

原材料及び貯蔵品 68,946 7,546

前渡金 10,000 56,248

前払費用 315 9,199

未収消費税等 7,941 11,561

その他 394 3,089

流動資産合計 138,939 248,904

固定資産

有形固定資産

建物 33,914 33,914

減価償却累計額 △18,053 △16,110

建物（純額） 15,860 17,803

工具、器具及び備品 842,824 831,512

減価償却累計額 △787,638 △765,646

工具、器具及び備品（純額） 55,186 65,866

有形固定資産合計 71,047 83,669

無形固定資産

ソフトウエア 494 1,150

無形固定資産合計 494 1,150

投資その他の資産

敷金及び保証金 － 66,113

破産更生債権等 89,876 89,876

貸倒引当金 △89,876 △89,876

その他 149 260

投資その他の資産合計 149 66,374

固定資産合計 71,690 151,194

資産合計 210,629 400,098

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 12,968 4,061

短期借入金 94,700 25,000

未払金 227,397 38,123
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未払法人税等 13,112 12,387

本社移転費用引当金 90,397 －

前受金 － 4,250

その他 27,145 8,437

流動負債合計 465,721 92,259

固定負債

長期預り金 183,374 183,374

固定負債合計 183,374 183,374

負債合計 649,096 275,634

純資産の部

株主資本

資本金 2,766,644 2,731,544

資本剰余金 3,893,280 3,858,180

利益剰余金 △7,106,106 △6,472,975

株主資本合計 △446,180 116,750

新株予約権 7,713 7,713

純資産合計 △438,467 124,464

負債純資産合計 210,629 400,098
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 （添付資料11ページ目） 

  【訂正前】 

 
  

  (2) 四半期連結損益計算書

      【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 217,833 55,744

売上原価 157,299 28,682

売上総利益 60,534 27,061

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 604,013 502,573

営業損失（△） △543,479 △475,511

営業外収益

受取利息 44 7

雑収入 85 73

為替差益 － 151

営業外収益合計 130 232

営業外費用

支払利息 93 24

株式交付費 1,464 275

支払手数料 40,424 －

為替差損 577 －

支払保証料 100 －

営業外費用合計 42,659 300

経常損失（△） △586,009 △475,579

特別利益

貸倒引当金戻入額 50 －

主要株主株式短期売買利益返還益 2,864 －

前期損益修正益 11,479 －

特別利益合計 14,394 －

特別損失

投資有価証券評価損 4,333 －

固定資産除却損 51 －

特別損失合計 4,385 －

税金等調整前四半期純損失（△） △576,000 △475,579

法人税、住民税及び事業税 1,125 1,125

法人税等合計 1,125 1,125

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △476,704

四半期純損失（△） △577,125 △476,704
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  【訂正後】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 217,833 55,744

売上原価 157,299 28,682

売上総利益 60,534 27,061

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 604,013 502,573

営業損失（△） △543,479 △475,511

営業外収益

受取利息 44 7

雑収入 85 73

為替差益 － 151

営業外収益合計 130 232

営業外費用

支払利息 93 24

株式交付費 1,464 275

支払手数料 40,424 －

為替差損 577 －

支払保証料 100 －

営業外費用合計 42,659 300

経常損失（△） △586,009 △475,579

特別利益

貸倒引当金戻入額 50 －

主要株主株式短期売買利益返還益 2,864 －

前期損益修正益 11,479 －

特別利益合計 14,394 －

特別損失

投資有価証券評価損 4,333 －

固定資産除却損 51 －

本社移転費用引当金繰入額 － 156,426

特別損失合計 4,385 156,426

税金等調整前四半期純損失（△） △576,000 △632,006

法人税、住民税及び事業税 1,125 1,125

法人税等合計 1,125 1,125

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △633,131

四半期純損失（△） △577,125 △633,131
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 （添付資料12ページ目） 

  【訂正前】 

     【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 105,599 18,100

売上原価 80,047 11,425

売上総利益 25,552 6,674

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 185,392 139,855

営業損失（△） △159,839 △133,181

営業外収益

受取利息 13 1

為替差益 264 576

その他 4 13

営業外収益合計 282 591

営業外費用

支払利息 93 19

株式交付費 509 －

支払手数料 40,424 －

支払保証料 100 －

営業外費用合計 41,128 19

経常損失（△） △200,684 △132,608

特別損失

投資有価証券評価損 4,333 －

特別損失合計 4,333 －

税金等調整前四半期純損失（△） △205,018 △132,608

法人税、住民税及び事業税 375 375

法人税等合計 375 375

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △132,983

四半期純損失（△） △205,393 △132,983
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  【訂正後】 

 
  

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 105,599 18,100

売上原価 80,047 11,425

売上総利益 25,552 6,674

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 185,392 139,855

営業損失（△） △159,839 △133,181

営業外収益

受取利息 13 1

為替差益 264 576

その他 4 13

営業外収益合計 282 591

営業外費用

支払利息 93 19

株式交付費 509 －

支払手数料 40,424 －

支払保証料 100 －

営業外費用合計 41,128 19

経常損失（△） △200,684 △132,608

特別損失

投資有価証券評価損 4,333 －

本社移転費用引当金繰入額 － 156,426

特別損失合計 4,333 156,426

税金等調整前四半期純損失（△） △205,018 △289,035

法人税、住民税及び事業税 375 375

法人税等合計 375 375

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △289,410

四半期純損失（△） △205,393 △289,410
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 （添付資料12ページ目） 

  【訂正前】 

 

 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28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（△） △576,000 △475,579

減価償却費 46,492 27,929

受取利息及び受取配当金 △44 △7

支払利息 93 24

支払保証料 100 －

為替差損益（△は益） 310 △115

株式交付費 1,464 275

支払手数料 40,424 －

前期損益修正損益（△は益） △11,479 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,333 －

有形固定資産除却損 51 －

売上債権の増減額（△は増加） △48,505 15,295

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,634 △35,530

前渡金の増減額（△は増加） 51,930 46,248

未収消費税等の増減額（△は増加） 17,575 3,620

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,691 11,579

その他の固定資産の増減額（△は増加） 157 △14,421

仕入債務の増減額（△は減少） △13,003 8,907

預り金の増減額（△は減少） － 18,236

前受金の増減額（△は減少） △14,751 △4,250

未払金の増減額（△は減少） 12,238 189,249

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,255 1,278

小計 △435,031 △207,257

利息及び配当金の受取額 44 7

利息の支払額 △93 －

法人税等の支払額 △1,513 △1,207

営業活動によるキャッシュ・フロー △436,593 △208,457

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 △6,625 △117

敷金及び保証金の回収による収入 － 83

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,625 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期預り金による収入 24,426 －

株式の発行による収入 273,979 69,924

短期借入金の借入による収入 24,900 115,700

短期借入金の返済による支出 － △46,000

新株予約権の発行による収入 9,295 －

手数料の支払額 △40,424 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 292,176 139,624

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △299 115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,341 △68,751

現金及び現金同等物の期首残高 186,818 68,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,477 204
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  【訂正後】 

 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28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（△） △576,000 △632,006

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 90,397

減価償却費 46,492 27,929

受取利息及び受取配当金 △44 △7

支払利息 93 24

支払保証料 100 －

為替差損益（△は益） 310 △115

株式交付費 1,464 275

支払手数料 40,424 －

前期損益修正損益（△は益） △11,479 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,333 －

有形固定資産除却損 51 －

売上債権の増減額（△は増加） △48,505 15,295

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,634 △35,530

前渡金の増減額（△は増加） 51,930 46,248

未収消費税等の増減額（△は増加） 17,575 3,620

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,691 11,579

その他の固定資産の増減額（△は増加） 157 51,607

仕入債務の増減額（△は減少） △13,003 8,907

預り金の増減額（△は減少） － 18,236

前受金の増減額（△は減少） △14,751 △4,250

未払金の増減額（△は減少） 12,238 189,249

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,255 1,278

小計 △435,031 △207,257

利息及び配当金の受取額 44 7

利息の支払額 △93 －

法人税等の支払額 △1,513 △1,207

営業活動によるキャッシュ・フロー △436,593 △208,457

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 △6,625 △117

敷金及び保証金の回収による収入 － 83

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,625 △33

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期預り金による収入 24,426 －

株式の発行による収入 273,979 69,924

短期借入金の借入による収入 24,900 115,700

短期借入金の返済による支出 － △46,000

新株予約権の発行による収入 9,295 －

手数料の支払額 △40,424 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 292,176 139,624

現金及び現金同等物に係る換算差額 △299 115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,341 △68,751

現金及び現金同等物の期首残高 186,818 68,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,477 204
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 （添付資料15ページ目） 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日) 

  【訂正前】 

 当社グループは、当第３四半期連結累計期間において476,704千円の四半期純損失ならびに208,457千

円の営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。その結果、当第３四半期連結

会計期間末において282,040千円の債務超過となっております。 

   （後略） 

  【訂正後】 

 当社グループは、当第３四半期連結累計期間において633,131千円の四半期純損失ならびに208,457千

円の営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。その結果、当第３四半期連結

会計期間末において438,467千円の債務超過となっております。 

  

 （訂正前） 

   記載なし 

  

 （訂正後） 

当社は平成23年５月中での本社移転を予定しており、本社移転に伴う損失額を合理的に見積もり、本

社移転費用引当金繰入額として計上しております。内訳は次のとおりであります。 

     固定資産除却損       16,933千円      

     違約金           62,192千円 

     使用損害金         31,791千円 

     遅延損害金          5,509千円 

     原状回復費用        30,000千円 

     移転費用          10,000千円 

       合計           156,426千円 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 四半期連結損益計算書に関する注記

第３四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日)
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 （訂正前） 

   記載なし 

  

 （訂正後） 

当社は平成23年５月中での本社移転を予定しており、本社移転に伴う損失額を合理的に見積もり、本

社移転費用引当金繰入額として計上しております。内訳は次のとおりであります。 

     固定資産除却損       16,933千円      

     違約金           62,192千円 

     使用損害金         31,791千円 

     遅延損害金          5,509千円 

     原状回復費用        30,000千円 

     移転費用          10,000千円 

       合計           156,426千円 

  

 （訂正前） 

(5) セグメント情報 

 （訂正後） 

(6) セグメント情報 

  

 （訂正前) 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 （訂正後） 

(7) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  

 （訂正前) 

(7) 重要な後発事象に関する注記 

 （訂正後) 

(8) 重要な後発事象に関する注記 

 以上

  

  

  

第３四半期連結会計期間(自 平成22年12月１日 至 平成23年２月28日)
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