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 （訂正・数値データ訂正あり）「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正について  

  

 当社は，平成24年５月11日 15時30分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせし

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も送信します。 

  

  

 サマリー情報  １.平成24年３月期の連結業績 （１）連結経営成績 

                        （２）連結財政状態 

 添付資料の目次 ４.連結財務諸表             （７）表示方法の変更 

                              （８）追加情報 

                              （９）連結財務諸表に関する注記事項 

 添付資料    １.経営成績               （１）経営成績に関する分析 

                              （２）財政状態に関する分析 

         ４.連結財務諸表             （１）連結貸借対照表 

                              （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

                              （３）連結株主資本等変動計算書 

                              （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

                              （７）表示方法の変更 

                              （８）追加情報 

                              （９）連結財務諸表に関する注記事項 

                                         （税効果会計関係） 

                                         （１株当たり情報） 

  

会 社 名 株式会社 ぱ ど          

代表社名 代表取締役社長 倉橋 泰     

（ＪＡＳＤＡＱ・コード4833）

問合せ先 専務取締役経営統括本部長 石川 雅夫

ＴＥＬ 03-6858-8170

【訂正事項】
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訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

サマリー情報 

  

（訂正前） 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（訂正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

【訂正箇所】

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３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 ％

24年３月期 7,867 △4.6 23 ― 50 ― 27 ―
23年３月期 8,245 △5.6 △184 ― △172 ― △267 ―

(注) 包括利益 24年３月期 28百万円( ― ％) 23年３月期 △276百万円( ― ％)

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 ％ ％ ％

24年３月期 507 .50 ― 4.7 1.5 0.3
23年３月期 △4,866 .33 ― △37.9 △4.9 △2.2

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 41百万円 23年３月期 18百万円

（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

24年３月期 3,383 637 17.8 10,960 .06
23年３月期 3,340 609 17.1 10,412 .53

(参考) 自己資本 24年３月期 601百万円 23年３月期 571百万円

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３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 ％

24年３月期 7,867 △4.6 23 ― 59 ― 33 ―
23年３月期 8,245 △5.6 △184 ― △172 ― △267 ―

(注) 包括利益 24年３月期 34百万円( ― ％) 23年３月期 △276百万円( ― ％)

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 ％ ％ ％

24年３月期 615 .86 ― 5.7 1.8 0.3
23年３月期 △4,866 .33 ― △37.9 △4.9 △2.2

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 41百万円 23年３月期 18百万円

（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

24年３月期 3,383 643 18.0 11,068 .43
23年３月期 3,340 609 17.1 10,412 .53

(参考) 自己資本 24年３月期 607百万円 23年３月期 571百万円
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（訂正前） 

１．経営成績 …………………………………………………………………………………P.3 

 ＜省略＞ 

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………P.11 

（１）連結貸借対照表 ………………………………………………………………………P.11 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 …………………………………………P.13 

（３）連結株主資本等変動計算書 …………………………………………………………P.15 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………P.17 

（５）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………P.19 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ………………………………P.20 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ………………………P.23 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………P.24 

 ＜省略＞ 

  

（訂正後） 

１．経営成績 …………………………………………………………………………………P.3 

 ＜省略＞ 

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………P.11 

（１）連結貸借対照表 ………………………………………………………………………P.11 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 …………………………………………P.13 

（３）連結株主資本等変動計算書 …………………………………………………………P.15 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………P.17 

（５）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………P.19 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ………………………………P.20 

（７）表示方法の変更 ………………………………………………………………………P.23 

（８）追加情報 ………………………………………………………………………………P.23 

（９）連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………P.24 

 ＜省略＞ 

  

  

添付資料の目次
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添付資料 

  

（訂正前） 

当連結会計年度の業績概況  

  

 当事業年度のわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により経済活動が一時停滞し

ました。その後、復旧の動きに合わせ緩やかな持ち直しの傾向が見られたものの、国内経済に与えた自

然災害や原子力災害の被害は想像を超える大きなものとなりました。また、欧州における信用不安やタ

イの洪水被害があり、円高や株価低迷等、企業に与えた影響は大きく、先行きは不透明な状況で推移し

てまいりました。 

 ＜省略＞ 

この結果、当連結会計年度の売上高は7,867,503千円となり、前年同期を4.6％下回る結果となりまし

た。しかしながら、売上原価の圧縮・販売管理費の削減の結果、営業利益は23,083千円（前年同期は営

業損失184,090千円）となりました。またこれに加え、持分法適用関連会社の増益により、経常利益は

50,816千円（前年同期は経常損失172,176千円）、当期純利益は27,859千円（前年同期は当期純損失

267,141千円）となりました。 

  

（訂正後） 

当連結会計年度の業績概況  

  

 当事業年度のわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により経済活動が一時停滞し

ました。その後、復旧の動きに合わせ緩やかな持ち直しの傾向が見られたものの、国内経済に与えた自

然災害や原子力災害の被害は想像を超える大きなものとなりました。また、欧州における信用不安やタ

イの洪水被害があり、円高や株価低迷等、企業に与えた影響は大きく、先行きは不透明な状況で推移し

てまいりました。 

 ＜省略＞ 

この結果、当連結会計年度の売上高は7,867,503千円となり、前年同期を4.6％下回る結果となりまし

た。しかしながら、売上原価の圧縮・販売管理費の削減の結果、営業利益は23,083千円（前年同期は営

業損失184,090千円）となりました。またこれに加え、持分法適用関連会社の増益により、経常利益は

59,987千円（前年同期は経常損失172,176千円）、当期純利益は33,808千円（前年同期は当期純損失

267,141千円）となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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（訂正前） 

①資産、負債及び純資産の状況  

(イ) 資産  

 流動資産は、前連結会計年度に比べて、2.8％増加し、2,536,168千円となりました。これは、主とし

て、現金預金が131,998千円増加したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度に比べて、2.9％減少し、847,116千円となりました。これは、主として

ソフトウエアが46,528千円減少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1.3％増加し、3,383,285千円となりました。 

(ロ) 負債 

 流動負債は、前連結会計年度に比べて、2.0％減少し、2,388,402千円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が101,640千円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度に比べて、21.6％増加し、357,013千円となりました。これは、主とし

て長期借入金が61,618千円増加したことなどによります。 

 この結果、総負債は、前連結会計年度末に比べて0.5％増加し、2,745,416千円となりました。 

(ハ) 純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて、4.6％増加し、637,868千円となりました。これは、主とし

て当期純利益27,859千円によるものであります。 

 １株当たり純資産は、前連結会計年度に比べて、547円53銭増加し、10,960円6銭となりました。 

 また、自己資本比率は、前連結会計年度に比べて、0.7ポイント増加し、17.8％となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
   ＜省略＞ 

  

（２）財政状態に関する分析

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率(％) 19.3 23.8 22.9 17.1 17.8

時価ベースの自己資本比率
(％)

38.0 43.2 36.3 31.7 24.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(％)

970.6 465.1 351.7 ― 1,521.3

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

6.6 15.9 20.3 ― 4.2
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（訂正後） 

①資産、負債及び純資産の状況  

(イ) 資産  

 流動資産は、前連結会計年度に比べて、2.8％増加し、2,536,168千円となりました。これは、主とし

て、現金預金が131,998千円増加したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度に比べて、2.9％減少し、847,116千円となりました。これは、主として

ソフトウエアが46,528千円減少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1.3％増加し、3,383,285千円となりました。 

(ロ) 負債 

 流動負債は、前連結会計年度に比べて、2.3％減少し、2,382,454千円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が101,640千円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度に比べて、21.6％増加し、357,013千円となりました。これは、主とし

て長期借入金が61,618千円増加したことなどによります。 

 この結果、総負債は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、2,739,467千円となりました。 

(ハ) 純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて、5.6％増加し、643,817千円となりました。これは、主とし

て当期純利益33,808千円によるものであります。 

 １株当たり純資産は、前連結会計年度に比べて、655円90銭増加し、11,068円43銭となりました。 

 また、自己資本比率は、前連結会計年度に比べて、0.9ポイント増加し、18.0％となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
   ＜省略＞ 

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率(％) 19.3 23.8 22.9 17.1 18.0

時価ベースの自己資本比率
(％)

38.0 43.2 36.3 31.7 24.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(％)

970.6 465.1 351.7 ― 1,521.3

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

6.6 15.9 20.3 ― 4.2
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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23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,069,115 1,201,114

受取手形及び売掛金 879,680 942,450

有価証券 418,504 318,881

仕掛品 13,182 14,256

原材料及び貯蔵品 5,209 3,738

未収還付法人税等 18,465 1,901

その他 86,890 75,645

貸倒引当金 △22,876 △21,818

流動資産合計 2,468,171 2,536,168

固定資産

有形固定資産

建物 75,855 75,205

減価償却累計額 △26,586 △31,860

建物（純額） 49,268 43,344

工具、器具及び備品 236,196 245,873

減価償却累計額 △65,995 △120,190

工具、器具及び備品（純額） 170,200 125,683

有形固定資産合計 219,469 169,027

無形固定資産

商標権 3,946 3,393

ソフトウエア 215,460 168,931

ソフトウエア仮勘定 19,835 33,851

電話加入権 8,611 8,611

のれん ※1 3,578 3,114

無形固定資産合計 251,432 217,902

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 107,550 ※1 153,111

破産更生債権等 43,664 18,360

敷金及び保証金 249,791 261,638

繰延税金資産 62 39

その他 86,857 88,773

貸倒引当金 △86,222 △61,738

投資その他の資産合計 401,704 460,185

固定資産合計 872,606 847,116

資産合計 3,340,777 3,383,285

－7－



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,276,047 1,174,407

短期借入金 442,000 424,400

1年内返済予定の長期借入金 224,643 275,880

リース債務 7,489 6,431

未払金 121,046 135,039

未払費用 202,963 177,589

未払法人税等 5,803 17,759

未払消費税等 23,270 38,645

前受金 52,572 83,088

預り金 59,878 47,961

その他 21,600 7,200

流動負債合計 2,437,314 2,388,402

固定負債

長期借入金 244,048 305,666

リース債務 4,020 14,024

繰延税金負債 － 986

資産除去債務 38,419 36,337

その他 7,200 －

固定負債合計 293,688 357,013

負債合計 2,731,003 2,745,416

純資産の部

株主資本

資本金 526,535 526,535

資本剰余金 311,033 311,033

利益剰余金 △265,394 △237,535

株主資本合計 572,174 600,033

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △568 1,629

その他の包括利益累計額合計 △568 1,629

少数株主持分 38,168 36,205

純資産合計 609,774 637,868

負債純資産合計 3,340,777 3,383,285
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（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,069,115 1,201,114

受取手形及び売掛金 879,680 942,450

有価証券 418,504 318,881

仕掛品 13,182 14,256

原材料及び貯蔵品 5,209 3,738

未収還付法人税等 18,465 1,901

その他 86,890 75,645

貸倒引当金 △22,876 △21,818

流動資産合計 2,468,171 2,536,168

固定資産

有形固定資産

建物 75,855 75,205

減価償却累計額 △26,586 △31,860

建物（純額） 49,268 43,344

工具、器具及び備品 236,196 245,873

減価償却累計額 △65,995 △120,190

工具、器具及び備品（純額） 170,200 125,683

有形固定資産合計 219,469 169,027

無形固定資産

商標権 3,946 3,393

ソフトウエア 215,460 168,931

ソフトウエア仮勘定 19,835 33,851

電話加入権 8,611 8,611

のれん ※1 3,578 3,114

無形固定資産合計 251,432 217,902

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 107,550 ※1 153,111

破産更生債権等 43,664 18,360

敷金及び保証金 249,791 261,638

繰延税金資産 62 39

その他 86,857 88,773

貸倒引当金 △86,222 △61,738

投資その他の資産合計 401,704 460,185

固定資産合計 872,606 847,116

資産合計 3,340,777 3,383,285
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,276,047 1,174,407

短期借入金 442,000 424,400

1年内返済予定の長期借入金 224,643 275,880

リース債務 7,489 6,431

未払金 121,046 135,039

未払費用 202,963 177,589

未払法人税等 5,803 20,981

未払消費税等 23,270 29,474

前受金 52,572 83,088

預り金 59,878 47,961

その他 21,600 7,200

流動負債合計 2,437,314 2,382,454

固定負債

長期借入金 244,048 305,666

リース債務 4,020 14,024

繰延税金負債 － 986

資産除去債務 38,419 36,337

その他 7,200 －

固定負債合計 293,688 357,013

負債合計 2,731,003 2,739,467

純資産の部

株主資本

資本金 526,535 526,535

資本剰余金 311,033 311,033

利益剰余金 △265,394 △231,586

株主資本合計 572,174 605,982

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △568 1,629

その他の包括利益累計額合計 △568 1,629

少数株主持分 38,168 36,205

純資産合計 609,774 643,817

負債純資産合計 3,340,777 3,383,285

－10－



  

  

（訂正前） 

 
  

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 8,245,426 7,867,503

売上原価 4,711,885 4,431,166

売上総利益 3,533,541 3,436,336

販売費及び一般管理費 ※1 3,717,631 ※1 3,413,253

営業利益又は営業損失（△） △184,090 23,083

営業外収益

受取利息 524 541

受取配当金 82 122

受取手数料 881 763

違約金収入 6,201 3,372

持分法による投資利益 18,542 41,530

貸倒引当金戻入額 － 7,734

その他 9,094 2,746

営業外収益合計 35,326 56,812

営業外費用

支払利息 16,092 17,269

創立費償却 433 －

解約手数料 5,160 9,094

その他 1,725 2,714

営業外費用合計 23,412 29,078

経常利益又は経常損失（△） △172,176 50,816

特別利益

投資有価証券売却益 1,414 －

持分変動利益 － 1,150

特別利益合計 1,414 1,150

特別損失

固定資産除却損 ※2 1,487 ※2 13,103

貸倒引当金繰入額 46,690 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,705 －

その他 173 －

特別損失合計 58,055 13,103

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△228,818 38,863

法人税、住民税及び事業税 10,191 12,638

法人税等調整額 36,434 23

法人税等合計 46,625 12,662

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△275,443 26,201

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,302 △1,658

当期純利益又は当期純損失（△） △267,141 27,859

－11－



  

（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 8,245,426 7,867,503

売上原価 4,711,885 4,431,166

売上総利益 3,533,541 3,436,336

販売費及び一般管理費 ※1 3,717,631 ※1 3,413,253

営業利益又は営業損失（△） △184,090 23,083

営業外収益

受取利息 524 541

受取配当金 82 122

受取手数料 881 763

違約金収入 6,201 3,372

持分法による投資利益 18,542 41,530

貸倒引当金戻入額 － 7,734

消費税免除益 2,789 9,170

その他 6,304 2,746

営業外収益合計 35,326 65,982

営業外費用

支払利息 16,092 17,269

創立費償却 433 －

解約手数料 5,160 9,094

その他 1,725 2,714

営業外費用合計 23,412 29,078

経常利益又は経常損失（△） △172,176 59,987

特別利益

投資有価証券売却益 1,414 －

持分変動利益 － 1,150

特別利益合計 1,414 1,150

特別損失

固定資産除却損 ※2 1,487 ※2 13,103

貸倒引当金繰入額 46,690 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,705 －

その他 173 －

特別損失合計 58,055 13,103

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△228,818 48,034

法人税、住民税及び事業税 10,191 15,860

法人税等調整額 36,434 23

法人税等合計 46,625 15,884

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△275,443 32,149

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,302 △1,658

当期純利益又は当期純損失（△） △267,141 33,808

－12－



  

  

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△275,443 26,201

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △664 ※1 2,197

その他の包括利益合計 △664 2,197

包括利益 △276,107 28,399

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △267,805 30,057

少数株主に係る包括利益 △8,302 △1,658

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△275,443 32,149

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △664 ※1 2,197

その他の包括利益合計 △664 2,197

包括利益 △276,107 34,347

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △267,805 36,006

少数株主に係る包括利益 △8,302 △1,658

－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22年4月1日
至 平成23年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 526,535 526,535

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 526,535 526,535

資本剰余金

当期首残高 311,033 311,033

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 311,033 311,033

利益剰余金

当期首残高 1,747 △265,394

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △267,141 27,859

当期変動額合計 △267,141 27,859

当期末残高 △265,394 △237,535

株主資本合計

当期首残高 839,315 572,174

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △267,141 27,859

当期変動額合計 △267,141 27,859

当期末残高 572,174 600,033

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 96 △568

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△664 2,197

当期変動額合計 △664 2,197

当期末残高 △568 1,629

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 96 △568

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△664 2,197

当期変動額合計 △664 2,197

当期末残高 △568 1,629

－14－



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日)

少数株主持分

当期首残高 34,470 38,168

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,697 △1,962

当期変動額合計 3,697 △1,962

当期末残高 38,168 36,205

純資産合計

当期首残高 873,882 609,774

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △267,141 27,859

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,033 234

当期変動額合計 △264,107 28,094

当期末残高 609,774 637,868

－15－



  

（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 526,535 526,535

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 526,535 526,535

資本剰余金

当期首残高 311,033 311,033

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 311,033 311,033

利益剰余金

当期首残高 1,747 △265,394

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △267,141 33,808

当期変動額合計 △267,141 33,808

当期末残高 △265,394 △231,586

株主資本合計

当期首残高 839,315 572,174

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △267,141 33,808

当期変動額合計 △267,141 33,808

当期末残高 572,174 605,982

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 96 △568

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△664 2,197

当期変動額合計 △664 2,197

当期末残高 △568 1,629

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 96 △568

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△664 2,197

当期変動額合計 △664 2,197

当期末残高 △568 1,629

－16－



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日)

少数株主持分

当期首残高 34,470 38,168

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,697 △1,962

当期変動額合計 3,697 △1,962

当期末残高 38,168 36,205

純資産合計

当期首残高 873,882 609,774

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △267,141 33,808

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,033 234

当期変動額合計 △264,107 34,043

当期末残高 609,774 643,817

－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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３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利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△228,818 38,863

減価償却費及びその他の償却費 108,594 143,139

創立費償却 433 －

のれん及び負ののれん償却額 74 463

持分法による投資損益（△は益） △18,542 △41,530

投資有価証券売却損益（△は益） △1,414 －

固定資産除却損 1,487 13,103

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,705 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,337 △25,542

受取利息及び受取配当金 △606 △663

支払利息 16,092 17,269

売上債権の増減額（△は増加） 185,488 △32,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,273 397

仕入債務の増減額（△は減少） △242,420 △101,640

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,484 15,375

その他 8,384 40,615

小計 △109,960 67,783

利息及び配当金の受取額 606 663

利息の支払額 △16,287 △16,314

法人税等の支払額 △62,615 △5,918

法人税等の還付額 1,750 21,727

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,505 67,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,026 △57,612

有価証券の取得による支出 △187 △169

有形固定資産の取得による支出 △163,887 △178

無形固定資産の取得による支出 △32,295 △83,597

投資有価証券の売却による収入 3,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △2,730 △14,565

敷金及び保証金の回収による収入 18,850 2,718

創立費の支払による支出 △433 －

その他 △2,130 △5,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,842 △158,476

－18－



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

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） 22,000 △17,600

長期借入れによる収入 300,000 370,000

長期借入金の返済による支出 △170,746 △257,145

割賦債務の返済による支出 △20,571 △20,571

リース債務の返済による支出 △9,782 △9,554

少数株主からの払込みによる収入 12,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 132,900 65,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △239,448 △25,405

現金及び現金同等物の期首残高 1,481,592 1,242,144

現金及び現金同等物の期末残高 1,242,144 1,216,738

－19－



  

（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３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利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△228,818 48,034

減価償却費及びその他の償却費 108,594 143,139

創立費償却 433 －

のれん及び負ののれん償却額 74 463

持分法による投資損益（△は益） △18,542 △41,530

投資有価証券売却損益（△は益） △1,414 －

固定資産除却損 1,487 13,103

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,705 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,337 △25,542

受取利息及び受取配当金 △606 △663

支払利息 16,092 17,269

売上債権の増減額（△は増加） 185,488 △32,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,273 397

仕入債務の増減額（△は減少） △242,420 △101,640

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,484 6,204

その他 8,384 40,615

小計 △109,960 67,783

利息及び配当金の受取額 606 663

利息の支払額 △16,287 △16,314

法人税等の支払額 △62,615 △5,918

法人税等の還付額 1,750 21,727

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,505 67,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,026 △57,612

有価証券の取得による支出 △187 △169

有形固定資産の取得による支出 △163,887 △178

無形固定資産の取得による支出 △32,295 △83,597

投資有価証券の売却による収入 3,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △2,730 △14,565

敷金及び保証金の回収による収入 18,850 2,718

創立費の支払による支出 △433 －

その他 △2,130 △5,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,842 △158,476

－20－



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

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） 22,000 △17,600

長期借入れによる収入 300,000 370,000

長期借入金の返済による支出 △170,746 △257,145

割賦債務の返済による支出 △20,571 △20,571

リース債務の返済による支出 △9,782 △9,554

少数株主からの払込みによる収入 12,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 132,900 65,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △239,448 △25,405

現金及び現金同等物の期首残高 1,481,592 1,242,144

現金及び現金同等物の期末残高 1,242,144 1,216,738

－21－



  
（訂正前） 

（７）追加情報 

＜省略＞ 

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

  

（訂正後） 

（７）表示方法の変更 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「消費税免除益」は、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示

方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた

9,094千円は、「消費税免除益」2,789千円、「その他」6,304千円として組み替えております。 

  

（８）追加情報 

＜省略＞ 

  

（９）連結財務諸表に関する注記事項 

＜省略＞

＜省略＞
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（訂正前） 

 
  

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (流動)

繰延税金資産

  未払賞与 55,469千円

  未払社会保険料 6,619千円

   貸倒引当金 2,381千円

   仕掛品 2,014千円

   未払事業税 1,042千円

   未払事業所税 2,263千円

   その他 16,329千円

  評価性引当額 △85,863千円

   繰延税金負債(流動)との相殺 △256千円

繰延税金資産の純額 ―

繰延税金負債

  未収事業税 △256千円

  繰延税金資産(流動)との相殺 256千円

繰延税金負債の純額 ―
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (流動)

繰延税金資産

未払賞与 41,015千円

未払社会保険料 7,566千円

  貸倒引当金 1,045千円

  仕掛品 2,445千円

  未払事業税 2,734千円

  未払事業所税 2,167千円

  その他 13,226千円

評価性引当額 △70,099千円

  繰延税金負債(流動)との相殺 △102千円

繰延税金資産の純額 ―

繰延税金負債

  未収事業税 △102千円

繰延税金資産(流動)との相殺 102千円

繰延税金負債の純額 ―

 

  (固定)

繰延税金資産

   貸倒引当金 32,248千円

   投資有価証券 1,382千円

   減価償却費 2,012千円

   繰越欠損金 93,502千円

  資産除去債務 15,367千円

   その他 722千円

   評価性引当額 △134,230千円

   繰延税金負債(固定)との相殺 △10,941千円

繰延税金資産の純額 62千円

繰延税金負債

   建物 △10,941千円

   繰延税金資産(固定)との相殺 10,941千円

繰延税金負債の純額 ―

  (固定)

繰延税金資産

  貸倒引当金 22,312千円

  投資有価証券 1,302千円

  減価償却費 12,520千円

  繰越欠損金 89,220千円

資産除去債務 12,827千円

  その他 187千円

  評価性引当額 △129,389千円

  繰延税金負債(固定)との相殺 △8,942千円

繰延税金資産の純額 39千円

繰延税金負債

 建物 △8,942千円

 有価証券評価差額金 △986千円

  繰延税金資産(固定)との相殺 8,942千円

繰延税金負債の純額 △986千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載し

ておりません。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

（調整）

交際費等永久に損益に算入されない項目 16.3％

住民税均等割等 12.7％

関連会社持分法投資損益 △43.6％

評価性引当額の増減 11.2％

税率差異 △4.0％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5％
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（訂正後） 

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (流動)

繰延税金資産

  未払賞与 55,469千円

  未払社会保険料 6,619千円

   貸倒引当金 2,381千円

   仕掛品 2,014千円

   未払事業税 1,042千円

   未払事業所税 2,263千円

   その他 16,329千円

  評価性引当額 △85,863千円

   繰延税金負債(流動)との相殺 △256千円

繰延税金資産の純額 ―

繰延税金負債

  未収事業税 △256千円

  繰延税金資産(流動)との相殺 256千円

繰延税金負債の純額 ―
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (流動)

繰延税金資産

未払賞与 41,015千円

未払社会保険料 7,566千円

  貸倒引当金 1,045千円

  仕掛品 2,445千円

  未払事業税 3,009千円

  未払事業所税 2,167千円

  その他 13,226千円

評価性引当額 △70,373千円

  繰延税金負債(流動)との相殺 △102千円

繰延税金資産の純額 ―

繰延税金負債

  未収事業税 △102千円

繰延税金資産(流動)との相殺 102千円

繰延税金負債の純額 ―

 

  (固定)

繰延税金資産

   貸倒引当金 32,248千円

   投資有価証券 1,382千円

   減価償却費 2,012千円

   繰越欠損金 93,502千円

  資産除去債務 15,367千円

   その他 722千円

   評価性引当額 △134,230千円

   繰延税金負債(固定)との相殺 △10,941千円

繰延税金資産の純額 62千円

繰延税金負債

   建物 △10,941千円

   繰延税金資産(固定)との相殺 10,941千円

繰延税金負債の純額 ―

  (固定)

繰延税金資産

  貸倒引当金 22,312千円

  投資有価証券 1,302千円

  減価償却費 12,520千円

  繰越欠損金 89,220千円

資産除去債務 12,827千円

  その他 187千円

  評価性引当額 △129,389千円

  繰延税金負債(固定)との相殺 △8,942千円

繰延税金資産の純額 39千円

繰延税金負債

 建物 △8,942千円

 有価証券評価差額金 △986千円

  繰延税金資産(固定)との相殺 8,942千円

繰延税金負債の純額 △986千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載し

ておりません。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

（調整）

交際費等永久に損益に算入されない項目 13.2％

住民税均等割等 10.3％

関連会社持分法投資損益 △35.3％

評価性引当額の増減 9.1％

税率差異 △3.5％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.1％
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（訂正前） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 10,412.53円 10,960.06円

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

△4,866.33円 507.50円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり 
当期純損失であるため記載しており 
ません。

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度 

(平成24年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円)

609,774 637,868

普通株式に係る純資産価額(千円) 571,606 601,663

差額の主な内訳(千円)

 少数株主持分 38,168 36,205

普通株式の発行済株式総数(株) 54,896 54,896

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式数(株)

54,896 54,896

項目
前連結事業年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

 当期純利益 
 又は当期純損失(△)(千円)

△267,141 27,859

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益 
 又は当期純損失(△)(千円)

△267,141 27,859

 普通株式の期中平均株式数(株) 54,896 54,896
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（訂正後） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎 

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 10,412.53円 11,068.43円

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

△4,866.33円 615.86円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり 
当期純損失であるため記載しており 
ません。

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度 

(平成24年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円)

609,774 643,817

普通株式に係る純資産価額(千円) 571,606 607,612

差額の主な内訳(千円)

 少数株主持分 38,168 36,205

普通株式の発行済株式総数(株) 54,896 54,896

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式数(株)

54,896 54,896

項目
前連結事業年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

 当期純利益 
 又は当期純損失(△)(千円)

△267,141 33,808

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益 
 又は当期純損失(△)(千円)

△267,141 33,808

 普通株式の期中平均株式数(株) 54,896 54,896
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