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（訂正）「平成21年12月期 決算短信［日本基準］(連結)」の一部訂正について 

 

 

 平成22年２月17日に発表いたしました「平成21 年 12 月期決算短信［日本基準］(連結)」の内容につき

まして、一部訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、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。 

 

 

記 

 
サマリー情報 １頁 

１．21年12月期の連結業績（平成21 年１月１日～平成21 年12月31 日） 

（1）連結経営成績 

（訂正前）                                  （％表示は、対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  

21年12月期 

20年12月期 

百万円 

9,349 

11,867 

% 

△21.2 

11.5 

百万円 

69 

493 

    % 

 △85.9 

  52.6  

百万円 

△347 

△604 

% 

－ 

－ 

百万円 

   △196 

△2,342 

% 

－ 

－ 

 

 １株当り当期純利益 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 

  

21年12月期 

20年12月期 

円 銭 

△3,408.77 

△40,573.17 

         円 銭 

        ―  

        ―       

% 

△8.3 

△61.0 

% 

△2.7 

△4.3 

% 

      0.7 

      4.2 

 

 

（訂正後）                                  （％表示は、対前期増減率） 



 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  

21年12月期 

20年12月期 

百万円 

9,349 

11,867 

% 

△21.2 

11.5 

百万円 

69 

493 

    % 

 △85.9 

  52.6  

百万円 

165 

△604 

% 

－ 

－ 

百万円 

   △196 

△2,342 

% 

－ 

－ 

 

 １株当り当期純利益 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 

  

21年12月期 

20年12月期 

円 銭 

△3,408.77 

△40,573.17 

         円 銭 

        ―  

        ―       

% 

△8.3 

△61.0 

% 

△1.3 

△4.3 

% 

      0.7 

      4.2 

 

 

 

（参考）個別業績の概要 

１．21年12月期の個別業績（平成21 年１月１日～平成21 年12月31 日） 

 （訂正前）                                 （％表示は、対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  

21年12月期 

20年12月期 

百万円 

9,337 

11,318 

% 

△17.5 

9.7 

百万円 

△207 

246 

    % 

   － 

 △70.8 

百万円 

△680 

△27 

% 

－ 

－ 

百万円 

   △177 

△3,764 

% 

－ 

－ 

 

 （訂正後）                                 （％表示は、対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  

21年12月期 

20年12月期 

百万円 

9,337 

11,318 

% 

△17.5 

9.7 

百万円 

△207 

246 

    % 

   － 

 △70.8 

百万円 

△166 

△27 

% 

－ 

－ 

百万円 

   △177 

△3,764 

% 

－ 

－ 

 

 

 



１．経営成績 ３頁 

（１）経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績 

 （訂正前） 

  〈省略〉 

………営業外損益につきましてはデリバティブの実行等を要因とする為替差損 271百万円並び

に支払利息185百万円の発生により３億47百万円の経常損失を計上しました。さらに昨年度よ

りデリバティブ契約の時価評価額が改善したためデリバティブ評価益５億 13百万円等を計上し

ましたが、固定資産除却損207百万円、前期損益修正損１億16百万円、特別退職金68百万円の

発生等の特別損失４億17百万円を計上し税金等調整前当期純損失１億47百万円、当期純損失１

億96百万円という結果となりました。 

  〈省略〉 

   

 （訂正後） 

  ………営業外損益につきましてはデリバティブの実行等を要因とする為替差損271百万円、支払

利息185百万円、昨年度よりデリバティブ契約の時価評価額が改善したためデリバティブ評価益

５億13百万円の発生により１億65百万円の経常利益を計上しました。固定資産除却損207百万

円、前期損益修正損１億16百万円、特別退職金68百万円の発生等の特別損失４億17百万円を

計上し税金等調整前当期純損失１億47百万円、当期純損失１億96百万円という結果となりまし

た。 

 

 

 

 

 



４．連結財務諸表 ７頁 

 （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１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

売上高 11,867,127 9,349,582

売上原価 9,294,737 7,468,180

売上総利益 2,572,389 1,881,402

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 2,078,881※1, ※2 1,811,961

営業利益 493,508 69,440

営業外収益   
 受取利息 2,355 1,669
 受取配当金 6 6
 還付加算金 － 23,709
 その他 84,683 58,465
 営業外収益合計 87,044 83,849

営業外費用   
 支払利息 209,030 185,704
 シンジケートローン手数料 30,220 7,163
 社債発行費 28,608 －
 為替差損 839,795 271,807
 貸倒引当金繰入額 12,000 －
 その他 65,557 36,490
 営業外費用合計 1,185,211 501,164

経常損失（△） △604,658 △347,874

特別利益   
 固定資産売却益 ※3 30,265 ※3 36,605
 新株予約権戻入益 1,631 759
 デリバティブ評価益 － 513,829
 貸倒引当金戻入額 － 12,412
 債務勘定整理益 － 54,733
 特別利益合計 31,896 618,340

特別損失   
 固定資産売却損 ※4 80 ※4 17,761
 固定資産除却損 ※5 30,125 ※5 207,806
 投資有価証券評価損 118,683 －
 関係会社出資金評価損 3,002 6,644
 特別退職金 － 68,516
 デリバティブ評価損 1,654,208 －
 前期損益修正損 5,995 ※6 116,995
 特別損失合計 1,812,094 417,725

税金等調整前当期純損失（△） △2,384,856 △147,258

法人税、住民税及び事業税 2,290 2,290

法人税等還付税額 △22,478 △4,627

法人税等調整額 △21,973 51,900



(単位：千円)
  前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

法人税等合計 △42,161 49,563

当期純損失（△） △2,342,694 △196,822

    

 

 

 

  （訂正後） 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

売上高 11,867,127 9,349,582

売上原価 9,294,737 7,468,180

売上総利益 2,572,389 1,881,402

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 2,078,881※1, ※2 1,811,961

営業利益 493,508 69,440

営業外収益   
 受取利息 2,355 1,669
 受取配当金 6 6
 デリバティブ評価益 － 513,829
 還付加算金 － 23,709
 その他 84,683 58,465
 営業外収益合計 87,044 597,679

営業外費用   
 支払利息 209,030 185,704
 シンジケートローン手数料 30,220 7,163
 社債発行費 28,608 －
 為替差損 839,795 271,807
 貸倒引当金繰入額 12,000 －
 その他 65,557 36,490
 営業外費用合計 1,185,211 501,164

経常利益又は経常損失（△） △604,658 165,955

特別利益   
 固定資産売却益 ※3 30,265 ※3 36,605
 新株予約権戻入益 1,631 759
 貸倒引当金戻入額 － 12,412
 債務勘定整理益 － 54,733
 特別利益合計 31,896 104,510

特別損失   
 固定資産売却損 ※4 80 ※4 17,761
 固定資産除却損 ※5 30,125 ※5 207,806
 投資有価証券評価損 118,683 －
 関係会社出資金評価損 3,002 6,644
 特別退職金 － 68,516



(単位：千円)
  前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

 デリバティブ評価損 1,654,208 －
 前期損益修正損 5,995 ※6 116,995
 特別損失合計 1,812,094 417,725

税金等調整前当期純損失（△） △2,384,856 △147,258

法人税、住民税及び事業税 2,290 2,290

法人税等還付税額 △22,478 △4,627

法人税等調整額 △21,973 51,900

法人税等合計 △42,161 49,563

当期純損失（△） △2,342,694 △196,822
    

 

 



５．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１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

売上高 11,318,767 9,337,666

売上原価   
 製品期首たな卸高 370,769 253,416
 当期製品仕入高 9,346,681 8,012,332
 合計 9,717,450 8,265,748

 製品期末たな卸高 237,512 105,204
 製品売上原価 ※1 9,479,938 ※1 8,160,544

売上総利益 1,838,829 1,177,122

販売費及び一般管理費   
 運賃 40,059 30,998
 役員報酬 81,410 60,540
 給料及び賞与 289,229 267,374
 賞与引当金繰入額 － 13,000
 福利厚生費 975 1,109
 旅費及び交通費 67,439 56,290
 減価償却費 292,182 350,173
 消耗品費 34,671 33,438
 開発研究費 ※2 295,247 ※2 240,971
 貸倒引当金繰入額 20,240 －
 業務委託費 6,980 14,512
 支払手数料 102,538 85,011
 その他 361,419 231,516
 販売費及び一般管理費合計 1,592,394 1,384,937

営業利益又は営業損失（△） 246,434 △207,815

営業外収益   
 受取利息 ※1 2,826 1,325
 受取配当金 6 6
 還付加算金 － 8,454
 その他 2,099 10,822
 営業外収益合計 4,932 20,608

営業外費用   
 支払利息 148,350 125,375
 社債利息 11,316 15,081
 社債発行費 28,608 －
 売上割引 28,438 8,095
 シンジケートローン手数料 30,220 7,163
 為替差損 11,315 314,626
 貸倒引当金繰入額 12,000 －
 その他 8,629 23,087
 営業外費用合計 278,879 493,428

経常損失（△） △27,511 △680,635



 

 

 

 

 

 （訂正後） 
(単位：千円)

  前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

売上高 11,318,767 9,337,666

売上原価   
 製品期首たな卸高 370,769 253,416
 当期製品仕入高 9,346,681 8,012,332
 合計 9,717,450 8,265,748
 製品期末たな卸高 237,512 105,204
 製品売上原価 ※1 9,479,938 ※1 8,160,544

売上総利益 1,838,829 1,177,122

販売費及び一般管理費   
 運賃 40,059 30,998
 役員報酬 81,410 60,540
 給料及び賞与 289,229 267,374
 賞与引当金繰入額 － 13,000
 福利厚生費 975 1,109
 旅費及び交通費 67,439 56,290
 減価償却費 292,182 350,173

特別利益  
 固定資産売却益 ※1, ※3 48,657 ※1, ※3 53,349
 新株予約権戻入益 1,631 759
 デリバティブ評価損益 － 513,829
 貸倒引当金戻入額 － 12,412
 特別利益合計 50,288 580,351
特別損失   

 固定資産売却損 ※4 80 －
 固定資産除却損 3,257 －
 投資有価証券評価損 118,683 －
 関係会社出資金評価損 － 6,644
 デリバティブ評価損 1,654,208 －
 貸倒引当金繰入額 2,096,000 －
 前期損益修正損 5,995 ※5 50,459
 特別損失合計 3,878,224 57,104
税引前当期純損失（△） △3,855,447 △157,388
法人税、住民税及び事業税 2,290 2,290
法人税等還付税額 △22,478 △4,627
法人税等調整額 △70,266 22,295
法人税等合計 △90,455 19,958
当期純損失（△） △3,764,992 △177,347

    



(単位：千円)
  前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

 消耗品費 34,671 33,438
 開発研究費 ※2 295,247 ※2 240,971
 貸倒引当金繰入額 20,240 －
 業務委託費 6,980 14,512
 支払手数料 102,538 85,011
 その他 361,419 231,516
 販売費及び一般管理費合計 1,592,394 1,384,937

営業利益又は営業損失（△） 246,434 △207,815

営業外収益   
 受取利息 ※1 2,826 1,325
 受取配当金 6 6
 デリバティブ評価益 － 513,829
 還付加算金 － 8,454
 その他 2,099 10,822
 営業外収益合計 4,932 534,438

営業外費用   
 支払利息 148,350 125,375
 社債利息 11,316 15,081
 社債発行費 28,608 －
 売上割引 28,438 8,095
 シンジケートローン手数料 30,220 7,163
 為替差損 11,315 314,626
 貸倒引当金繰入額 12,000 －
 その他 8,629 23,087
 営業外費用合計 278,879 493,428

経常損失（△） △27,511 △166,805

    

特別利益   
 固定資産売却益 ※1, ※3 48,657 ※1, ※3 53,349
 新株予約権戻入益 1,631 759
 貸倒引当金戻入額 － 12,412
 特別利益合計 50,288 66,521

特別損失   
 固定資産売却損 ※4 80 －
 固定資産除却損 3,257 －
 投資有価証券評価損 118,683 －
 関係会社出資金評価損 － 6,644
 デリバティブ評価損 1,654,208 －
 貸倒引当金繰入額 2,096,000 －
 前期損益修正損 5,995 ※5 50,459
 特別損失合計 3,878,224 57,104

税引前当期純損失（△） △3,855,447 △157,388

法人税、住民税及び事業税 2,290 2,290

法人税等還付税額 △22,478 △4,627



法人税等調整額 △70,266 22,295

法人税等合計 △90,455 19,958

当期純損失（△） △3,764,992 △177,347

    

 

 

以 上 


