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平成 24 年７月 31 日 

 各 位 
                  会 社 名  株式会社東理ホールディングス 

                  コード番号 （5856）上場取引所  東    

                  代表者名   代表取締役社長  福村 康廣 

                  問合せ先   常務取締役    忍田 登南 

                  Ｔ Ｅ Ｌ   （03）3548-1014        
 

（訂正）「平成 22 年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 

 当社が過去に発表いたしました表記開示資料（その訂正開示を含む）につきまして、下記の通り一部訂正を

いたしますので、お知らせいたします。 

 
記 
 

１． 訂正理由 

訂正理由等につきましては、本日開示の「訂正）「平成 24 年３月期 決算短信」等の一部訂正に関する

お知らせ」を参照ください。 

なお、本日、平成 19 年３月期、平成 20 年３月期、平成 24 年３月期の期末決算短信、平成 21 年３月期

から平成 23 年３月期までの全ての決算短信を訂正いたしました。 

 

２． 訂正箇所 

   訂正箇所につきましては、下線を付しております。 
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平成22年３月期 決算短信 

 

1.22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 
（訂正前） 

 

(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3月期 23,271 △18.3 148 △86.7 179 △86.3 △723 － 

21年3月期 28,490 △12.3 1,113 8.5 1,314 － △1,872 － 

 

 
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3月期 △7.77 － △8.2 1.3 0.6

21年3月期 △2.01 － △19.8 7.9 3.9
 

(参考) 持分法投資損益 22年3月期 － 百万円  21年3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3月期 12,608 8,569 68.0 92.06

21年3月期 14,126 9,176 65.0 9.86
 

(参考) 自己資本 22年3月期 8,569百万円  21年3月期 9,176百万円

 

（省略） 

 
（訂正後） 

 

(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3月期 23,271 △18.3 148 △86.7 163 △87.5 88 － 

21年3月期 28,490 △12.3 1,113 8.5 1,308 － △2,052 － 

 

 
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3月期 0.95 － 1.0 1.3 0.6

21年3月期 △2.20 － △23.5 8.2 3.9
 

(参考) 持分法投資損益 22年3月期 － 百万円  21年3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3月期 12,608 8,569 68.0 92.06

21年3月期 13,314 8,364 62.8 8.99
 

(参考) 自己資本 22年3月期 8,569百万円  21年3月期 8,364百万円

 

（省略） 
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(参考) 個別業績の概要 

1.22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 
（訂正前） 

 

(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3月期 420 △61.4 27 △66.8 53 △76.2 △946 － 

21年3月期 1,088 △72.8 82 △92.2 225 △74.4 △4,561 － 

 

 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3月期 △10.17 － 

21年3月期 △4.89 － 

 

(2) 個別財政状態 

 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3月期 8,630 8,483 98.3 91.15 

21年3月期 9,651 9,315 96.3 10.01 
 

(参考) 自己資本 22年3月期 8,483百万円  21年3月期 9,315百万円

 
（訂正後） 

 

(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3月期 420 △61.4 27 △66.8 37 △83.0 △134 － 

21年3月期 1,088 △72.8 82 △92.2 218 △75.0 △4,741 － 

 

 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3月期 △1.45 － 

21年3月期 △5.08 － 

 

(2) 個別財政状態 

 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3月期 8,630 8,483 98.3 91.15 

21年3月期 8,839 8,503 96.0 9.14 
 

(参考) 自己資本 22年3月期 8,483百万円  21年3月期 8,503百万円

 
 
 
1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 
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【当期の経営成績】 

 

（訂正前） 

 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、上期は米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場

の混乱が、世界的な規模での雇用の縮小や消費の落ち込みを招き、さらには円高による輸出企業の収益悪

化により、家計や個人消費が圧迫され、景気への悪影響が顕在化した状況でありましたが、下期は各国の

経済対策や一部新興国の経済成長により、先行きに一部明るい兆しも見えますが、依然として円高は継続

し、デフレの進行や雇用情勢においては厳しい状態が引続いております。 

このような状況のなか、成長性と安定性を重視した事業ポートフォリオの構築を基本方針として投資先

であるグループ企業のバリューアップに努めてまいりました。しかしながら、貸倒引当金繰入額等の特別

損失の計上を行ないました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高232億７千１百万円（前年同期

18.3％減）、営業利益１億４千８百万円（同86.7％減）、経常利益１億７千９百円（同86.3％減）、当期純

損失７億２千３百万円（同61.4％減）となりました。 

（省略） 

 
（訂正後） 

 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、上期は米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場

の混乱が、世界的な規模での雇用の縮小や消費の落ち込みを招き、さらには円高による輸出企業の収益悪

化により、家計や個人消費が圧迫され、景気への悪影響が顕在化した状況でありましたが、下期は各国の

経済対策や一部新興国の経済成長により、先行きに一部明るい兆しも見えますが、依然として円高は継続

し、デフレの進行や雇用情勢においては厳しい状態が引続いております。 

このような状況のなか、成長性と安定性を重視した事業ポートフォリオの構築を基本方針として投資先

であるグループ企業のバリューアップに努めてまいりました。しかしながら、貸倒引当金繰入額等の特別

損失の計上を行ないました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高232億７千１百万円（前年同期

18.3％減）、営業利益１億４千８百万円（同86.7％減）、経常利益１億６千３百円（同87.5％減）、当期純

利益８千８百万円（前連結会計年度は当期純損失20億５千２百万円）となりました。 

（省略） 

 
(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 

（訂正前） 

 

（イ）資産 

 流動資産は前連結会計年度末に比べて0.8％増加し、65億５千８百万円となりました。これは 主とし

て事業への投資活動で回収した現金及び預金が１億３千万円、受取手形及び売掛金が１億７百万円増加し

たことなどによります。 

 固定資産は20.6％減少し、60億５千万円となりました。これは主として貸倒引当金が10億７千１百万円

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10.7％減少し126億８百万円となりました。 

（省略） 
（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.6％減少し、85億６千９百万円となりました。 

 

（訂正後） 

 

（イ）資産 
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 流動資産は前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、65億５千８百万円となりました。これは 主とし

て事業への投資活動で回収した現金及び預金が１億３千万円、受取手形及び売掛金が１億７百万円増加し

たことなどによります。 

 固定資産は11.3％減少し、60億５千万円となりました。これは主として貸倒引当金が２億４千３百万円

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5.3％減少し126億８百万円となりました。 

（省略） 
（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.5％増加し、85億６千９百万円となりました。 

 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 

（訂正前） 

 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は前連結会計年度末に比べ

１億３千万円増加し15億２千８百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりです。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動により得られた資金は４億５千２百万円（前連結会計年度は６億９千１百万円の収入）となり

ました。支出の主な内訳は税金等調整前当期純損失６億７千６百万円、仕入債務の減少２億円、売上債権

の増加１億３千４百万円であり、収入は減価償却費５億６千１百万円、貸倒引当金の増加10億１百万円、

たな卸資産の減少１億４百万円であります。 

（省略） 
 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 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 71.5 59.8 50.9 65.0 68.0

時価ベースの自己資本比率 186.4 99.1 58.8 26.4 25.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

△83.9 7.0 11.3 10.0 2.0

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

△1.3 16.2 11.7 13.3 14.4

 

 

（訂正後） 

 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は前連結会計年度末に比べ

１億３千万円増加し15億２千８百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりです。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動により得られた資金は４億５千２百万円（前連結会計年度は６億９千１百万円の収入）となり

ました。支出の主な内訳は税金等調整前当期純利益１億３千４百万円、仕入債務の減少２億円、売上債権

の増加１億３千４百万円であり、収入は減価償却費５億６千１百万円、貸倒引当金の増加１億７千３百万

円、たな卸資産の減少１億４百万円であります。 

（省略） 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 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 71.5 59.8 49.3 62.8 68.0

時価ベースの自己資本比率 186.4 99.1 60.8 28.0 25.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

△83.9 7.0 11.3 10.0 2.0

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

△1.3 16.2 11.7 13.3 14.4

 
 
4.【連結財務諸表】 

(1)【連結貸借対照表】 

 
（訂正前） 

 
    (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 1,398,252 1,528,814 

  預け金 19,977 - 

  受取手形及び売掛金  2,014,197  2,121,313 

  有価証券 13,464 15,097 

  販売用不動産 537,060 537,060 

  商品 1,365,955 1,266,298 

  製品 121,964 80,079 

  仕掛品 531,038 574,057 

  原材料及び貯蔵品 248,051 232,389 

  短期貸付金 54,541 4,553 

  未収入金 101,150 71,002 

  その他 225,342 141,874 

  貸倒引当金 △ 123,184 △ 14,383 

  流動資産合計 6,507,811 6,558,158 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物  3,844,524  3,839,893 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 2,352,742 △ 2,485,279 

    建物及び構築物（純額） 1,491,782 1,354,613 

   機械装置及び運搬具 4,227,822 3,858,245 

    減価償却累計額 △ 3,166,471 △ 2,967,284 

    機械装置及び運搬具（純額） 1,061,351 890,960 

   土地  868,938  868,938 

   リース資産 124,315 131,480 

    減価償却累計額 △ 14,520 △ 59,898 

    リース資産（純額） 109,795 71,581 

   建設仮勘定 76,577 49,543 

   その他 1,202,450 1,151,244 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 1,007,616 △ 1,007,317 

    その他（純額） 194,834 143,926 

   有形固定資産合計 3,803,278 3,379,564 
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  無形固定資産  

   のれん  622,188  574,119 

   その他 158,598 113,103 

   無形固定資産合計 780,786 687,222 

  投資その他の資産  

   投資有価証券  764,041  600,734 

   デリバティブ債権 370,669 426,618 

   敷金 355,710 342,546 

   出資金及び保証金  460,377  464,527 

   長期貸付金 1,545,678 1,567,684 

   破産更生債権等 1,618,848 1,695,994 

   その他 371,698 410,403 

   貸倒引当金 △ 2,452,679 △ 3,524,602 

   投資その他の資産合計 3,034,344 1,983,905 

  固定資産合計 7,618,409 6,050,692 

 資産合計 14,126,220 12,608,850 

 
    (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 1,820,234 1,618,307 

  短期借入金  635,533  367,917 

  1 年内償還予定の社債 30,000 30,000 

  未払金 383,007 332,222 

  未払法人税等 82,824 56,320 

  未払消費税等 62,401 67,331 

  未払費用 417,582 417,507 

  賞与引当金 34,636 33,590 

  返品調整引当金 27,704 34,855 

  その他 113,898 130,284 

  流動負債合計 3,607,822 3,088,336 

 固定負債  

  社債 120,000 90,000 

  長期借入金  703,019  353,022 

  長期未払金 90,621 37,565 

  デリバティブ債務 370,669 426,618 

  繰延税金負債 - 180 

  退職給付引当金 35,206 31,269 

  その他 22,762 12,166 

  固定負債合計 1,342,277 950,822 

 負債合計 4,950,100 4,039,158 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 10,000,000 8,000,000 

  資本剰余金 4,707,852 2,146,486 

  利益剰余金 △ 5,388,174 △ 1,549,961 

  自己株式 △ 27,226 △ 27,234 

  株主資本合計 9,292,450 8,569,291 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △ 116,433 155 

  評価・換算差額等合計 △ 116,433 155 

 少数株主持分 102 244 

 純資産合計 9,176,120 8,569,691 

負債純資産合計 14,126,220 12,608,850 
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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 1,398,252 1,528,814 

  預け金 19,977 - 

  受取手形及び売掛金  2,014,197  2,121,313 

  有価証券 13,464 15,097 

  販売用不動産 537,060 537,060 

  商品 1,365,955 1,266,298 

  製品 121,964 80,079 

  仕掛品 531,038 574,057 

  原材料及び貯蔵品 248,051 232,389 

  短期貸付金 54,541 4,553 

  未収入金 89,203 71,002 

  その他 225,342 141,874 

  貸倒引当金 △ 123,184 △ 14,383 

  流動資産合計 6,495,864 6,558,158 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物  3,844,524  3,839,893 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 2,352,742 △ 2,485,279 

    建物及び構築物（純額） 1,491,782 1,354,613 

   機械装置及び運搬具 4,227,822 3,858,245 

    減価償却累計額 △ 3,166,471 △ 2,967,284 

    機械装置及び運搬具（純額） 1,061,351 890,960 

   土地  868,938  868,938 

   リース資産 124,315 131,480 

    減価償却累計額 △ 14,520 △ 59,898 

    リース資産（純額） 109,795 71,581 

   建設仮勘定 76,577 49,543 

   その他 1,202,450 1,151,244 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 1,007,616 △ 1,007,317 

    その他（純額） 194,834 143,926 

   有形固定資産合計 3,803,278 3,379,564 

  無形固定資産  

   のれん  622,188  574,119 

   その他 158,598 113,103 

   無形固定資産合計 780,786 687,222 

  投資その他の資産  

   投資有価証券  764,041  600,734 

   デリバティブ債権 370,669 426,618 

   敷金 355,710 342,546 

   出資金及び保証金  460,377  464,527 

   長期貸付金 1,545,678 1,567,684 

   破産更生債権等 1,618,848 1,695,994 

   その他 371,698 381,929 

   貸倒引当金 △ 3,252,129 △ 3,496,128 

   投資その他の資産合計 2,234,894 1,983,905 

  固定資産合計 6,818,959 6,050,692 

 資産合計 13,314,824 12,608,850 

 
    (単位：千円) 
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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 1,820,234 1,618,307 

  短期借入金  635,533  367,917 

  1 年内償還予定の社債 30,000 30,000 

  未払金 383,007 332,222 

  未払法人税等 82,824 56,320 

  未払消費税等 62,401 67,331 

  未払費用 417,582 417,507 

  賞与引当金 34,636 33,590 

  返品調整引当金 27,704 34,855 

  その他 113,898 130,284 

  流動負債合計 3,607,822 3,088,336 

 固定負債  

  社債 120,000 90,000 

  長期借入金  703,019  353,022 

  長期未払金 90,621 37,565 

  デリバティブ債務 370,669 426,618 

  繰延税金負債 - 180 

  退職給付引当金 35,206 31,269 

  その他 22,762 12,166 

  固定負債合計 1,342,277 950,822 

 負債合計 4,950,100 4,039,158 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 10,000,000 8,000,000 

  資本剰余金 4,707,852 2,146,486 

  利益剰余金 △ 6,199,571 △ 1,549,961 

  自己株式 △ 27,226 △ 27,234 

  株主資本合計 8,481,053 8,569,291 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △ 116,433 155 

  評価・換算差額等合計 △ 116,433 155 

 少数株主持分 102 244 

 純資産合計 8,364,723 8,569,691 

負債純資産合計 13,314,824 12,608,850 

 
 
(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４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日)

売上高 28,490,952 23,271,673

売上原価  22,131,146  18,563,912

売上総利益 6,359,806 4,707,761

販売費及び一般管理費  5,245,852  4,559,620

営業利益 1,113,954 148,140

営業外収益 

 受取利息 44,854 29,542
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 受取配当金 602 1,296

 有価証券運用益 112,339 1,633

 受取賃貸料 27,559 28,638

 受取保険金 55,804 -

  負ののれん償却 - 12,973

 補助金収入 - 12,346

 その他 56,456 32,057

 営業外収益合計 297,616 118,489

営業外費用 

 支払利息 52,087 31,300

 手形売却損 17,161 11,319

 貸倒引当金繰入額 853 192

 支払地代 25,130 24,265

 その他 1,495 19,716

 営業外費用合計 96,728 86,795

経常利益 1,314,842 179,835

特別利益 

 固定資産売却益  3,932  20,414

 店舗閉鎖益 9,181 -

 投資有価証券売却益 - 134,202

 貸倒引当金戻入額 8,345 29,420

 債務免除益 37,865 -

 店舗閉鎖損失引当金戻入額 - 40,000

 未払配当金戻入益 - 16,258

 その他 8,127 10,122

 特別利益合計 67,451 250,418

特別損失 

 固定資産除売却損  24,144  23,877

 投資有価証券評価損 2,422,644 2,729

 のれん減損損失  101,748  -

 減損損失  56,399  -

 貸倒引当金繰入額 440,009 1,019,750

 貸倒損失 15,204 747

 店舗閉鎖損失 5,258 -

 その他 43,592 59,913

 特別損失合計 3,109,000 1,107,018

税金等調整前当期純損失（△） △ 1,726,706 △ 676,764

法人税、住民税及び事業税 90,896 46,244

法人税等調整額 11,206 -

法人税等合計 102,102 46,244

少数株主利益 43,936 142

当期純損失（△） △ 1,872,745 △ 723,152

 
（訂正後） 

 
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日)

売上高 28,490,952 23,271,673

売上原価  22,131,146  18,563,912

売上総利益 6,359,806 4,707,761

販売費及び一般管理費  5,245,852  4,559,620

営業利益 1,113,954 148,140

営業外収益 

 受取利息 38,119 13,015

 受取配当金 602 1,296

 有価証券運用益 112,339 1,633
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 受取賃貸料 27,559 28,638

 受取保険金 55,804 -

  負ののれん償却 - 12,973

 補助金収入 - 12,346

 その他 56,456 32,057

 営業外収益合計 290,881 101,962

営業外費用 

 支払利息 52,087 31,300

 手形売却損 17,161 11,319

 貸倒引当金繰入額 853 192

 支払地代 25,130 24,265

 その他 1,495 19,716

 営業外費用合計 96,728 86,795

経常利益 1,308,107 163,308

特別利益 

 固定資産売却益  3,932  20,414

 店舗閉鎖益 9,181 -

 投資有価証券売却益 - 134,202

 貸倒引当金戻入額 304,345 29,420

 債務免除益 37,865 -

 店舗閉鎖損失引当金戻入額 - 40,000

 未払配当金戻入益 - 16,258

 その他 8,127 10,122

 特別利益合計 363,451 250,418

特別損失 

 固定資産除売却損  24,144  23,877

 投資有価証券評価損 2,422,644 2,729

 のれん減損損失  101,748  -

 減損損失  56,399  -

 貸倒引当金繰入額 909,358 191,826

 貸倒損失 15,204 747

 店舗閉鎖損失 5,258 -

 その他 43,592 59,913

 特別損失合計 3,578,350 279,094

税金等調整前当期純利益又は税金等調

整前当期純損失（△） 
△ 1,906,790 134,632

法人税、住民税及び事業税 90,896 46,244

法人税等調整額 11,206 -

法人税等合計 102,102 46,244

少数株主利益 43,936 142

当期純利益又は当期純損失（△） △ 2,052,830 88,244

 
 
(3)【連結株主資本等変動計算書】 

 
（訂正前） 

 
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22 年３月 31 日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 11,995,800 10,000,000

  当期変動額 

   資本金から剰余金への振替 △ 1,995,800 △ 2,000,000
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   当期変動額合計 △ 1,995,800 △ 2,000,000

  当期末残高 10,000,000 8,000,000

 資本剰余金 

  前期末残高 9,725,568 4,707,852

  当期変動額 

   資本金から剰余金への振替 1,995,800 2,000,000

   欠損填補 △ 7,013,515 △ 4,561,366

   当期変動額合計 △ 5,017,715 △ 2,561,366

  当期末残高 4,707,852 2,146,486

 利益剰余金 

  前期末残高 △ 11,746,717 △ 5,388,174

  当期変動額 

   欠損填補 7,013,515 4,561,366

   持分法の適用範囲の変動 1,217,772 -

   当期純損失（△） △ 1,872,745 △ 723,152

   当期変動額合計 6,358,542 3,838,213

  当期末残高 △ 5,388,174 △ 1,549,961

 自己株式 

  前期末残高 △ 3,223 △ 27,226

  当期変動額 

   自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

   当期変動額合計 △ 24,003 △ 7

  当期末残高 △ 27,226 △ 27,234

 株主資本合計 

  前期末残高 9,971,427 9,292,450

  当期変動額 

   持分法の適用範囲の変動 1,217,772 -

   当期純損失（△） △ 1,872,745 △ 723,152

   自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

   当期変動額合計 △ 678,976 △ 723,159

  当期末残高 9,292,450 8,569,291

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △ 249,172 △ 116,433

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 132,739 116,588

   当期変動額合計 132,739 116,588

  当期末残高 △ 116,433 155

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △ 249,172 △ 116,433

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 132,739 116,588

   当期変動額合計 132,739 116,588

  当期末残高 △ 116,433 155

少数株主持分 

 前期末残高 204,871 102

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 204,768 142

  当期変動額合計 △ 204,768 142

 当期末残高 102 244

純資産合計 

 前期末残高 9,927,126 9,176,120

 当期変動額 

  持分法の適用範囲の変動 1,217,772 -

  当期純損失（△） △ 1,872,745 △ 723,152

  自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 72,029 116,731

  当期変動額合計 △ 751,006 △ 606,428

 当期末残高 9,176,120 8,569,691
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（訂正後） 

 
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22 年３月 31 日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 11,995,800 10,000,000

  当期変動額 

   資本金から剰余金への振替 △ 1,995,800 △ 2,000,000

   当期変動額合計 △ 1,995,800 △ 2,000,000

  当期末残高 10,000,000 8,000,000

 資本剰余金 

  前期末残高 9,725,568 4,707,852

  当期変動額 

   資本金から剰余金への振替 1,995,800 2,000,000

   欠損填補 △ 7,013,515 △ 4,561,366

   当期変動額合計 △ 5,017,715 △ 2,561,366

  当期末残高 4,707,852 2,146,486

 利益剰余金 

  前期末残高 △ 12,378,029 △ 6,199,571

  当期変動額 

   欠損填補 7,013,515 4,561,366

   持分法の適用範囲の変動 1,217,772 -

   当期純利益又は当期純損失（△） △ 2,052,830 88,244

   当期変動額合計 6,178,457 4,649,610

  当期末残高 △ 6,199,571 △ 1,549,961

 自己株式 

  前期末残高 △ 3,223 △ 27,226

  当期変動額 

   自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

   当期変動額合計 △ 24,003 △ 7

  当期末残高 △ 27,226 △ 27,234

 株主資本合計 

  前期末残高 9,340,114 8,481,053

  当期変動額 

   持分法の適用範囲の変動 1,217,772 -

   当期純利益又は当期純損失（△） △ 2,052,830 88,244

   自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

   当期変動額合計 △ 859,060 88,237

  当期末残高 8,481,053 8,569,291

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △ 249,172 △ 116,433

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 132,739 116,588

   当期変動額合計 132,739 116,588

  当期末残高 △ 116,433 155

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △ 249,172 △ 116,433

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 132,739 116,588

   当期変動額合計 132,739 116,588

  当期末残高 △ 116,433 155
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少数株主持分 

 前期末残高 204,871 102

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 204,768 142

  当期変動額合計 △ 204,768 142

 当期末残高 102 244

純資産合計 

 前期末残高 9,295,813 8,364,723

 当期変動額 

  持分法の適用範囲の変動 1,217,772 -

  当期純利益又は当期純損失（△） △2,052,830 88,244

  自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 72,029 116,731

  当期変動額合計 △931,090 204,968

 当期末残高 8,364,723 8,569,691

 
 
(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 
（訂正前） 

 
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日

 至 平成21年３月31日)

 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１日

 至 平成22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損失（△） △ 1,726,706  △ 676,764

 減価償却費 608,168  561,706

 減損損失 158,147  -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 427,404  1,001,769

 賞与引当金の増減額（△は減少） △ 25,130  △ 1,045

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △ 12,242  7,150

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,333  △ 3,937

 受取利息及び受取配当金 △ 45,456  △ 30,839

 有価証券運用損益（△は益） △ 112,339  △ 1,633

 未払配当金戻入益 -  △ 16,258

 支払利息 52,087  31,300

 手形売却損 17,161  11,319

 のれん償却額 52,163  62,889

 負ののれん償却額 -  △ 12,973

 投資有価証券売却損益（△は益） -  △ 134,083

 店舗閉鎖益 △ 9,181  -

 固定資産除売却損益（△は益） 20,212  3,463

 投資有価証券評価損益（△は益） 2,422,644  2,729

 店舗閉鎖損失 5,258  -

 売上債権の増減額（△は増加） 789,185  △ 134,964

 たな卸資産の増減額（△は増加） 805,995  104,825

 その他の資産の増減額（△は増加） 887,551  △ 3,490

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 1,159,856  △ 200,059

 その他の負債の増減額（△は減少） △ 2,245,291  △ 28,087

 未払又は未収消費税等の増減額 △ 86,083  4,973

 その他 △ 10,849  △ 4,100

 小計 814,174  543,889

 利息及び配当金の受取額 44,930  26,349

 利息の支払額 △ 52,087  △ 31,300

 手形売却に伴う支払額 △ 17,161  △ 11,319

 法人税等の支払額 △ 98,035  △ 75,346
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 営業活動によるキャッシュ・フロー 691,822  452,271

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の取得による支出 △ 5,271,928  -

 有価証券の売却による収入 5,446,201  -

 有形固定資産の取得による支出 △ 534,761  △ 85,040

 有形固定資産の売却による収入 7,277  29,688

 投資有価証券の取得による支出 △ 153,613  △ 76,527

 投資有価証券の売却による収入 -  490,297

 貸付けによる支出 △ 1,659,576  △ 265,629

 貸付金の回収による収入 1,046,572  317,027

 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 -  △ 3,360

 子会社株式の取得による支出 △ 10,000  -

 無形固定資産の取得による支出 △ 46,988  △ 63,399

 無形固定資産の売却による収入 44,000  27,351

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,132,814  370,408

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） △ 917,103  △ 97,947

 長期借入れによる収入 671,810  17,885

 長期借入金の返済による支出 △ 254,938  △ 518,601

 社債の発行による収入 150,000  -

 社債の償還による支出 △ 230,000  △ 30,000

 リース債務の返済による支出 -  △ 62,970

 配当金の支払額 △ 22,421  △ 477

 自己株式の取得による支出 △ 24,003  △ 7

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 626,655  △ 692,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,067,648  130,562

現金及び現金同等物の期首残高 2,465,900  1,398,252

現金及び現金同等物の期末残高 1,398,252  1,528,814

 
 
（訂正後） 

 
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日

 至 平成21年３月31日)

 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１日

 至 平成22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（△） 
△ 1,906,790  134,632

 減価償却費 608,168  561,706

 減損損失 158,147  -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 600,753  173,845

 賞与引当金の増減額（△は減少） △ 25,130  △ 1,045

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △ 12,242  7,150

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,333  △ 3,937

 受取利息及び受取配当金 △ 38,721  △ 14,312

 有価証券運用損益（△は益） △ 112,339  △ 1,633

 未払配当金戻入益 -  △ 16,258

 支払利息 52,087  31,300

 手形売却損 17,161  11,319

 のれん償却額 52,163  62,889

 負ののれん償却額 -  △ 12,973

 投資有価証券売却損益（△は益） -  △ 134,083

 店舗閉鎖益 △ 9,181  -

 固定資産除売却損益（△は益） 20,212  3,463

 投資有価証券評価損益（△は益） 2,422,644  2,729

 店舗閉鎖損失 5,258  -

 売上債権の増減額（△は増加） 789,185  △ 134,964
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 たな卸資産の増減額（△は増加） 805,995  104,825

 その他の資産の増減額（△は増加） 887,551  △ 3,490

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 1,159,856  △ 200,059

 その他の負債の増減額（△は減少） △ 2,245,291  △ 28,087

 未払又は未収消費税等の増減額 △ 86,083  4,973

 その他 △ 10,849  △ 4,100

 小計 814,174  543,889

 利息及び配当金の受取額 44,930  26,349

 利息の支払額 △ 52,087  △ 31,300

 手形売却に伴う支払額 △ 17,161  △ 11,319

 法人税等の支払額 △ 98,035  △ 75,346

 営業活動によるキャッシュ・フロー 691,822  452,271

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の取得による支出 △ 5,271,928  -

 有価証券の売却による収入 5,446,201  -

 有形固定資産の取得による支出 △ 534,761  △ 85,040

 有形固定資産の売却による収入 7,277  29,688

 投資有価証券の取得による支出 △ 153,613  △ 76,527

 投資有価証券の売却による収入 -  490,297

 貸付けによる支出 △ 1,659,576  △ 265,629

 貸付金の回収による収入 1,046,572  317,027

 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 -  △ 3,360

 子会社株式の取得による支出 △ 10,000  -

 無形固定資産の取得による支出 △ 46,988  △ 63,399

 無形固定資産の売却による収入 44,000  27,351

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,132,814  370,408

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） △ 917,103  △ 97,947

 長期借入れによる収入 671,810  17,885

 長期借入金の返済による支出 △ 254,938  △ 518,601

 社債の発行による収入 150,000  -

 社債の償還による支出 △ 230,000  △ 30,000

 リース債務の返済による支出 -  △ 62,970

 配当金の支払額 △ 22,421  △ 477

 自己株式の取得による支出 △ 24,003  △ 7

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 626,655  △ 692,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,067,648  130,562

現金及び現金同等物の期首残高 2,465,900  1,398,252

現金及び現金同等物の期末残高 1,398,252  1,528,814
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

 
（訂正前） 

 
前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 

ダイカスト 

事業 

(千円) 

食品流通 

事業 

(千円) 

酒類製造

事業 

(千円) 

教育関連

事業 

(千円) 

不動産 

事業 

（千円）

その他の

事業 

(千円) 

計 

消去 

又は 

全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する 

   売上高 
7,058,804 12,094,256 3,569,762 2,869,944 2,049,833 848,352 28,490,952 ― 28,490,952

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ― ― ― 

計 7,058,804 12,094,256 3,569,762 2,869,944 2,049,833 848,352 28,490,952 ― 28,490,952

  営業費用 7,573,248 11,839,997 3,298,184 2,792,276 315,116 819,895 26,638,718 738,279 27,376,998

  営業利益または営業 

  損失（△） 
△514,444 254,259 271,578 77,667 1,734,716 28,457 1,852,234 (738,279) 1,113,954

Ⅱ 資産、減価償却費、減 

 損損失及び資本的支出 
         

  資産 4,494,104 2,103,736 3,252,139 1,139,405 537,060 292,564 11,819,011 2,307,209 14,126,220

  減価償却費 344,959 79,078 91,423 71,442 ― 13,132 600,037 13,458 613,495

  減損損失 ― ― ― 93,245 ― 64,902 158,147 ― 158,147

  資本的支出 415,280 41,795 51,923 47,005 ― 10,805 566,809 2,506 569,316

（注)１ 事業区分は内部管理上採用している区分によります。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

ダイカスト事業…アルミ、亜鉛ダイカスト製品、鋳造用金型の製造販売 

食品流通事業……酒類小売および食品の販売他 

酒類製造事業……清酒、本格焼酎の製造販売他 

教育関連事業……教育関係の出版事業および書籍の販売 

不動産事業………不動産の売買及び仲介他 

その他の事業……有価証券の取得および管理他 

３ 「消去又は全社」に含めた金額および主な内容は以下のとおりであります。 

  
当連結会計年度

(千円) 
主な内容 

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

738,279
当社の総務部門・経理部門等にかか
る費用 

 
消去又は全社の項目に含めた
全社資産の金額 

2,307,209
当社における余資運用資金(現預
金)、長期投資資金(投資有価証券)
および管理部門に係る資産等 

 
当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
（省略） 
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（訂正後） 

 
前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 

ダイカスト 

事業 

(千円) 

食品流通 

事業 

(千円) 

酒類製造

事業 

(千円) 

教育関連

事業 

(千円) 

不動産 

事業 

（千円）

その他の

事業 

(千円) 

計 

消去 

又は 

全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する 

   売上高 
7,058,804 12,094,256 3,569,762 2,869,944 2,049,833 848,352 28,490,952 ― 28,490,952

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ― ― ― 

計 7,058,804 12,094,256 3,569,762 2,869,944 2,049,833 848,352 28,490,952 ― 28,490,952

  営業費用 7,573,248 11,839,997 3,298,184 2,792,276 315,116 819,895 26,638,718 738,279 27,376,998

  営業利益または営業 

  損失（△） 
△514,444 254,259 271,578 77,667 1,734,716 28,457 1,852,234 (738,279) 1,113,954

Ⅱ 資産、減価償却費、減 

 損損失及び資本的支出 
         

  資産 4,494,104 2,103,736 3,252,139 1,139,405 537,060 292,564 11,819,011 1,495,812 13,314,824

  減価償却費 344,959 79,078 91,423 71,442 ― 13,132 600,037 13,458 613,495

  減損損失 ― ― ― 93,245 ― 64,902 158,147 ― 158,147

  資本的支出 415,280 41,795 51,923 47,005 ― 10,805 566,809 2,506 569,316

（注)１ 事業区分は内部管理上採用している区分によります。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

ダイカスト事業…アルミ、亜鉛ダイカスト製品、鋳造用金型の製造販売 

食品流通事業……酒類小売および食品の販売他 

酒類製造事業……清酒、本格焼酎の製造販売他 

教育関連事業……教育関係の出版事業および書籍の販売 

不動産事業………不動産の売買及び仲介他 

その他の事業……有価証券の取得および管理他 

３ 「消去又は全社」に含めた金額および主な内容は以下のとおりであります。 

  
当連結会計年度

(千円) 
主な内容 

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

738,279
当社の総務部門・経理部門等にかか
る費用 

 
消去又は全社の項目に含めた
全社資産の金額 

1,495,812
当社における余資運用資金(現預
金)、長期投資資金(投資有価証券)
および管理部門に係る資産等 

 
当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
（省略） 



 19 

（関連当事者情報） 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（訂正前） 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 

   （省略） 
 

(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等 

種類 
会社等の名

称 
又は氏名 

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) 

役員及

び主要

株主 

福村康廣 － － 
当社代表

取締役社

長 

20.8 
関係会社 

株式の購入 

関係会社株式 

の購入(注)4 
150,000 － － 

資金の貸付 

(注)5 
130,680 

資金の貸付

の返済（注）

5,9 

150,546 
長期貸付金 130,680 

受取利息 

(注)5，9 
2,966 

そ の 他

流 動 資

産 

15 
永井鑑 － － 

当社専務

取締役 
0.6  

資金の貸

付 

貸付金の担

保差入（注）

8 

22,000 － － 

資金の貸付 

(注)5，12 
180,680 

資金の貸付

の 返 済

(注)5,10 

151,094 
長期貸付金 185,585 

受取利息 

(注)5,10 
3,585 

そ の 他

流 動 資

産 

18 

役員 

忍田登南 － － 
当社 

取締役 
0.6  

資金の貸

付 

貸付金の担

保 差 入

(注)8 

24,000 － － 

重要な

子会社

の役員 

山田国男 － － 
ボン･サン

テ代表取

締役会長 

－ 

債務保証

契約の締

結 

債務保証契

約 の 締 結

(注)2 

370,669 － － 

資金の貸付

(注)5,11 
580,061 長期貸付金 270,000 

貸付金の利

息(注)5,11 
8,090 

そ の 他

流 動 資

産 

1,200 

業務委託費

の 支 払

(注)7 

35,000 － － 

賃貸料の受

取(注)6 
1,200 － － 

役員及

びその

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社等 

株式会社エ

デュケーシ

ョンコンサ

ルタント

（注）1 

東京

都中

央区 

10,000 

経営コン

サルタン

ト業 

投資コン

サルタン

ト業 

－ 
資金の貸

付 

債権の譲受

(注)3 
300,000 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1 株式会社エデュケーションコンサルタントは、当社代表取締役福村康廣により実質的な影響力

を持たれている会社であります。 
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2 山田国男氏は㈱国分との「通貨及び金利交換取引契約」の連帯保証をしております。 

なお、同氏は平成 20 年６月 27 日に㈱ボン・サンテの役員を退任しております。 

3 債権の譲受は回収可能額を合理的に見積り、金利等を勘案の上決定しております。 

4 関係会社株式の購入は市場価格を勘案して決定しております。 

5 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

6 賃貸料の受取は、市場における一般取引条件と同様に決定しております。 

7 業務委託費の支払は、業務内容を勘案の上決定しております。 

8 貸付金の担保として当社株式を受け入れております。 

9 資金の貸付の返済は、契約上は(有)アレスサポートに対する貸付に係るものでありますが、実

質的には同社を経由した永井鑑との金銭消費貸借契約と認識しております。 

10 資金の貸付の返済 151,094 千円は、契約上は(有)アレスサポート及び当社子会社と取引関係に

ある会社に対する貸付に係るものでありますが、実質的には同社を経由した忍田登南との金銭

消費貸借契約と認識しております。 

11 資金の貸付の期末残高 270,000 千円は、契約上は今井輝彦に対する貸付でありますが、実質的

には同人を経由した㈱エデュケーションコンサルタントとの金銭消費貸借契約と認識しており

ます。 

12 資金の貸付 180,680千円のうち 50,000千円は、(有)アレスサポートに対する貸付でありますが、

実質的には同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。 

13 取引金額には消費税等は含まれておりません。 
 

 (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

     （省略） 
 
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

     （省略） 
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（訂正後） 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 

   （省略） 
 
 

(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等 

種類 
会社等の名

称 
又は氏名 

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) 

役員及

び主要

株主 

福村康廣 － － 
当社代表

取締役社

長 

20.8 
関係会社 

株式の購入 

関係会社株式 

の購入(注)4 
150,000 － － 

資金の貸付 

(注)5 
130,680 

資金の貸付

の返済 

(注)5,9 

150,546 

長期貸

付金 
130,680 

受 取 利 息

(注)5，9 
2,966 

その他

流動資

産 

15 
永井鑑 － － 

当社専務

取締役 
0.6  

資金の貸

付 

貸付金の担

保差入 

(注)8 

22,000 － － 

資金の貸付 

(注)5，11 
180,680 

資金の貸付

の返済 

(注)5,10 

151,094 

長期貸

付金 
185,585 

受 取 利 息

(注) 5,10 
3,585 

その他

流動資

産 

18 

役員 

忍田登南 － － 
当社 

取締役 
0.6  

資金の貸

付 

貸付金の担

保差入 

(注)8 

24,000 － － 

重要な

子会社

の役員 

山田国男 － － 
ボン･サン

テ代表取

締役会長 

－ 
債務保証

契約の締

結 

債務保証契

約 の 締 結

(注)2 

370,669 － － 

資金の貸付

(注)5 
580,061 － － 

貸付金の利

息(注)5 
6,890 － － 

業務委託費

の支払 

(注)7 

35,000 － － 

賃貸料の受

取(注)6 
1,200 － － 

役 員

及 び

そ の

近 親

者 が

議 決

権 の

過 半

数 を

所 有

し て

い る

会 社

等 

株式会社エ

デュケーシ

ョンコンサ

ルタント

（注）1 

東京

都中

央区 

10,000 

経営コ

ンサル

タント

業 

投資コ

ンサル

タント

業 

－ 
資金の貸

付 

債権の譲受

(注)3 
300,000 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1 株式会社エデュケーションコンサルタントは、当社代表取締役福村康廣により実質的な影響力

を持たれている会社であります。 

2 山田国男氏は㈱国分との「通貨及び金利交換取引契約」の連帯保証をしております。 

なお、同氏は平成 20 年６月 27 日に㈱ボン・サンテの役員を退任しております。 

3 債権の譲受は回収可能額を合理的に見積り、金利等を勘案の上決定しております。 



 22 

4 関係会社株式の購入は市場価格を勘案して決定しております。 

5 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

6 賃貸料の受取は、市場における一般取引条件と同様に決定しております。 

7 業務委託費の支払は、業務内容を勘案の上決定しております。 

8 貸付金の担保として当社株式を受け入れております。 

9 資金の貸付の返済は、契約上は(有)アレスサポートに対する貸付に係るものでありますが、実

質的には同社を経由した永井鑑との金銭消費貸借契約と認識しております。 

10 資金の貸付の返済 151,094 千円は、契約上は(有)アレスサポート及び当社子会社と取引関係に

ある会社に対する貸付に係るものでありますが、実質的には同社を経由した忍田登南との金銭

消費貸借契約と認識しております。 

11 資金の貸付 180,680千円のうち 50,000千円は、(有)アレスサポートに対する貸付でありますが、

実質的には同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。 

12 取引金額には消費税等は含まれておりません。 
 

 (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

     （省略） 
 
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

     （省略） 
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 （訂正前） 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

     （省略） 

 

 

 (イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
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) 

不動産購

入(注)8 
521,904 － －

支払手数

料返還金

の仮受

(注)9 

1,764,000 － －

資金の借入

(注)3,10 
337,117 － －

資金の借

入の返済 
337,117 － －

借入金の

利息(注)3
332 － －

役員及び

個人主要

株主 

福村康廣 － － 
当社非常勤

取締役 
26.1 － 

担保差入

(注)11 
1,375,904 － －

資金の貸

付の返済

(注)4 

12,000 長期貸付金 118,680

受取利息

(注)4 
2,718 

その他流動

資産 
1,379

貸付金の

担保差入

(注)7 

19,250 － －

永井 鑑 － － 
当社代表取

締役社長
0.6 － 

関係会社

株式の購

入(注)12 

75,000 － －

資金の貸

付の返済

(注)4 

12,000 
長期貸付金 

(注)13 
173,585

受取利息

(注)4 
3,885 

その他流動

資産 
1,330

役員 

忍田登南 － － 
当社代表取

締役 
0.6 － 

貸付金の

担保差入

(注)7 

21,000 － －

資金の貸付

(注)4,14 
391,000 長期貸付金 300,000

貸付金の利

息(注)4 
6,107 

その他流動

資産 
175

業務委託費

の支払(注)6
60,000 － －

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

株式会社エデュ

ケーションコン

サルタント(注)1 

東京都 

中央区 
10,000 

経営コンサ

ルタント業

投資コンサ

ルタント業

－ － 

賃貸料の受

取(注)5 
1,326 

その他流動

負債 
118

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注）１ 株式会社エデュケーションコンサルタントは、当社代表取締役福村康廣により実質的な影響力を持たれている会 

    社であります。 

２ 福村康廣氏は平成22年２月19日に当社役員を退任しております。なお、平成21年９月24日までは、当社代表取締

役でありました。 
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３ 資金の借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

４ 資金の貸付けについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

なお、株式会社エデュケーションコンサルタントに対する長期貸付金には、30百万円の貸倒引当金を計上してお

ります。 

５ 賃貸料の受取りは、市場における一般取引条件と同様に決定しております。 

６ 業務委託費の支払いは、業務内容を勘案の上決定しております。 

７ 貸付金の担保として当社株式を受け入れております。 

８ 不動産の購入価格につきましては、固定資産評価額をもとに物件の特異性を考慮して価格を決定しております。

平成21年10月15日に本売買契約を取消しております。 

９ 過年度のエクイティ・ファイナンスに関するコンサルティング費用の返還を受けましたが、平成21年10月15日に

取消し、一部借入に振替え、返済しております。 

10 上記９の支払手数料返還金の返還にともない、未決済分を短期借入としたものです。 

11 上記９の支払手数料返還金の返還にともない、損害賠償債務があるとされた場合に備え、不動産（土地330㎡・建

物334㎡）及び当社株式（2,440万株）の担保提供を受けております。取引金額については、不動産は購入時の価

格、株式は期末時価で評価しております。 

12 関係会社株式の購入につきましては、市場価格を勘案して決定しております。 

 13 長期貸付金の期末残高173,585千円のうち54,905千円は、過去に当社の子会社であった会社の取引先に対する貸付

に係るものでありますが、実質的には同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。なお、

同社に対する貸付金の全額について貸倒引当金を設定しております。 

 14 資金の貸付期末残高300,000千円のうち270,000千円は契約上は今井輝彦に対する貸付でありますが、実質的には

同人を経由した㈱エデュケーションコンサルタントとの金銭消費貸借契約と認識しております。 

15 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 

 (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

     （省略） 

 
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

     （省略） 
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（訂正後） 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

     （省略） 
 
 

 (イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
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) 

不動産購

入(注)8 
521,904 － －

支払手数

料返還金

の仮受

(注)9 

1,764,000 － －

資金の借入

(注)3,10 
337,117 － －

資金の借

入の返済 
337,117 － －

借入金の

利息(注)3
332 － －

役員及び

個人主要

株主 

福村康廣 － － 
当社非常勤

取締役 
26.1 － 

担保差入

(注)11 
1,375,904 － －

資金の貸

付の返済

(注)4 

12,000 長期貸付金 118,680

受取利息

(注)4 
2,718 

その他流動

資産 
1,379

貸付金の

担保差入

(注)7 

19,250 － －

永井 鑑 － － 
当社代表取

締役社長
0.6 － 

関係会社

株式の購

入(注)12 

75,000 － －

資金の貸

付の返済

(注)4 

12,000 
長期貸付金 

(注)13 
173,585

受取利息

(注)4 
3,885 

その他流動

資産 
1,330

役員 

忍田登南 － － 
当社代表取

締役 
0.6 － 

貸付金の

担保差入

(注)7 

21,000 － －

資金の貸付

(注)4 
121,000 長期貸付金 30,000

貸付金の利

息(注)4 
370 

その他流動

資産 
175

業務委託費

の支払(注)6
60,000 － －

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

株式会社エデュ

ケーションコン

サルタント(注)1 

東京都 

中央区 
10,000 

経営コンサ

ルタント業

投資コンサ

ルタント業

－ － 

賃貸料の受

取(注)5 
1,326 

その他流動

負債 
118

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注）１ 株式会社エデュケーションコンサルタントは、当社代表取締役福村康廣により実質的な影響力を持たれている会 

    社であります。 

２ 福村康廣氏は平成22年２月19日に当社役員を退任しております。なお、平成21年９月24日までは、当社代表取締

役でありました。 

３ 資金の借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

４ 資金の貸付けについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

なお、株式会社エデュケーションコンサルタントに対する長期貸付金には、30百万円の貸倒引当金を計上してお
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ります。 

５ 賃貸料の受取りは、市場における一般取引条件と同様に決定しております。 

６ 業務委託費の支払いは、業務内容を勘案の上決定しております。 

７ 貸付金の担保として当社株式を受け入れております。 

８ 不動産の購入価格につきましては、固定資産評価額をもとに物件の特異性を考慮して価格を決定しております。

平成21年10月15日に本売買契約を取消しております。 

９ 過年度のエクイティ・ファイナンスに関するコンサルティング費用の返還を受けましたが、平成21年10月15日に

取消し、一部借入に振替え、返済しております。 

10 上記９の支払手数料返還金の返還にともない、未決済分を短期借入としたものです。 

11 上記９の支払手数料返還金の返還にともない、損害賠償債務があるとされた場合に備え、不動産（土地330㎡・建

物334㎡）及び当社株式（2,440万株）の担保提供を受けております。取引金額については、不動産は購入時の価

格、株式は期末時価で評価しております。 

12 関係会社株式の購入につきましては、市場価格を勘案して決定しております。 

 13 長期貸付金の期末残高173,585千円のうち54,905千円は、過去に当社の子会社であった会社の取引先に対する貸付

に係るものでありますが、実質的には同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。なお、

同社に対する貸付金の全額について貸倒引当金を設定しております。 

 14 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 

 (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

     （省略） 

 
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

     （省略） 
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(１株当たり情報) 
 
（訂正前） 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 ９円86銭
 

１株当たり純資産額 92円06銭
 

１株当たり当期純利益金額 △２円01銭
 

１株当たり当期純利益金額 △７円77銭
 

 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利

益は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利

益は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

―  当社は、平成21年７月31日を効力発生日として普通株

式10株につき１株の割合で株式併合を実施しておりま

す。当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の

平成21年３月期の１株当たり純資産額及び１株当たり当

期純利益金額は以下のとおりであります。 

 １株当たり純資産額 

  98円58銭 

 １株当たり当期純利益金額 

 △20円07銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株

当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

(注) １ 算定上の基礎 

（1） １株当たり純資産額 

項目 
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) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,176,120 8,569,691

普通株式に係る純資産額(千円) 9,176,017 8,569,447

差額の主な内訳(千円) 

 少数株主持分 102 244

普通株式の発行済株式数(千株) 934,858 93,485

普通株式の自己株式数(千株) 4,047 405

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 

930,810 93,080

 

２ １株当たり当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益または当期純損失
(△)(千円) 

△1,872,745 △723,152

普通株式に係る当期純利益または当期純損失(△)
(千円) 

△1,872,745 △723,152

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 933,143 93,080

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
在株式の概要 

― ―
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（訂正後） 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 ８円99銭
 

１株当たり純資産額 92円06銭
 

１株当たり当期純利益金額 △２円20銭
 

１株当たり当期純利益金額 ０円95銭
 

 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利

益は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利

益は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

―  当社は、平成21年７月31日を効力発生日として普通株

式10株につき１株の割合で株式併合を実施しておりま

す。当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の

平成21年３月期の１株当たり純資産額及び１株当たり当

期純利益金額は以下のとおりであります。 

 １株当たり純資産額 

  89円86銭 

 １株当たり当期純利益金額 

 △22円00銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株

当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

(注) １ 算定上の基礎 

（1） １株当たり純資産額 

項目 
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) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 8,364,723 8,569,691

普通株式に係る純資産額(千円) 8,364,620 8,569,447

差額の主な内訳(千円) 

 少数株主持分 102 244

普通株式の発行済株式数(千株) 934,858 93,485

普通株式の自己株式数(千株) 4,047 405

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 

930,810 93,080

 

２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益または当期純損失
(△)(千円) 

△2,052,830 88,244

普通株式に係る当期純利益または当期純損失(△)
(千円) 

△2,052,830 88,244

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 933,143 93,080

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
在株式の概要 

― ―
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5.【個別財務諸表】 

(1)【貸借対照表】 

 
（訂正前） 

 
    (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 277,387 365,271 

  預け金 15,977 - 

  有価証券  13,464 15,097 

  販売用不動産 537,060 537,060 

  貯蔵品 44 94 

  前払費用 6,098 12,809 

  短期貸付金 42,488 759 

  関係会社短期貸付金 90,000 90,000 

  未収入金  187,198  239,163 

  立替金  9,706  42 

  その他 95,573 525 

  流動資産合計 1,274,999 1,260,824 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 103,019 103,019 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 74,120 △ 83,808 

    建物（純額） 28,898 19,211 

   構築物 2,115 2,115 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 2,115 △ 2,115 

    構築物（純額） - - 

   車両運搬具 1,720 1,720 

    減価償却累計額 △ 931 △ 1,719 

    車両運搬具（純額） 788 0 

   工具、器具及び備品 9,958 9,971 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 4,636 △ 5,947 

    工具、器具及び備品（純額） 5,321 4,024 

   土地 32,610 32,610 

   有形固定資産合計 67,619 55,845 

  無形固定資産  

   ソフトウエア 1,983 1,229 

   無形固定資産合計 1,983 1,229 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 230,392 75 

   関係会社株式  4,546,443  4,582,845 

   出資金 4,200 4,200 

   長期貸付金 1,214,075 1,273,734 

   役員に対する長期貸付金 261,360 237,360 

   関係会社長期貸付金 2,680,700 2,928,384 

   長期未収入金 300,000 334,622 

   破産更生債権等 1,599,550 1,601,700 

   その他 20,014 16,904 

   貸倒引当金 △ 2,550,270 △ 3,667,587 

   投資その他の資産合計 8,306,465 7,312,240 

  固定資産合計 8,376,068 7,369,315 

 資産合計 9,651,067 8,630,139 
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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  

  関係会社短期借入金 50,400 - 

  未払金 171,140 119,531 

  未払費用 9,044 9,763 

  未払法人税等 33,567 2,502 

  未払消費税等 3,205 - 

  前受金 1,382 1,382 

  預り金 9,204 5,538 

  賞与引当金 - 1,650 

  その他 52,249 118 

  流動負債合計 330,191 140,487 

 固定負債  

  長期預り敷金 5,741 5,741 

  繰延税金負債 - 0 

  固定負債合計 5,741 5,742 

 負債合計 335,933 146,229 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 10,000,000 8,000,000 

  資本剰余金  

   その他資本剰余金 4,018,887 1,457,521 

   資本剰余金合計 4,018,887 1,457,521 

  利益剰余金  

   その他利益剰余金 △ 4,561,366 △ 946,377 

   繰越利益剰余金 △ 4,561,366 △ 946,377 

   利益剰余金合計 △ 4,561,366 △ 946,377 

  自己株式 △ 27,226 △ 27,234 

  株主資本合計 9,430,294 8,483,909 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △ 115,159 0 

  評価・換算差額等合計 △ 115,159 0 

 純資産合計 9,315,134 8,483,910 

負債純資産合計 9,651,067 8,630,139 

 
 
（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 277,387 365,271 

  預け金 15,977 - 

  有価証券  13,464 15,097 

  販売用不動産 537,060 537,060 

  貯蔵品 44 94 

  前払費用 6,098 12,809 

  短期貸付金 42,488 759 

  関係会社短期貸付金 90,000 90,000 
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  未収入金  175,251  239,163 

  立替金  9,706  42 

  その他 95,573 525 

  流動資産合計 1,263,051 1,260,824 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 103,019 103,019 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 74,120 △ 83,808 

    建物（純額） 28,898 19,211 

   構築物 2,115 2,115 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 2,115 △ 2,115 

    構築物（純額） - - 

   車両運搬具 1,720 1,720 

    減価償却累計額 △ 931 △ 1,719 

    車両運搬具（純額） 788 0 

   工具、器具及び備品 9,958 9,971 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 4,636 △ 5,947 

    工具、器具及び備品（純額） 5,321 4,024 

   土地 32,610 32,610 

   有形固定資産合計 67,619 55,845 

  無形固定資産  

   ソフトウエア 1,983 1,229 

   無形固定資産合計 1,983 1,229 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 230,392 75 

   関係会社株式  4,546,443  4,582,845 

   出資金 4,200 4,200 

   長期貸付金 1,214,075 1,273,734 

   役員に対する長期貸付金 261,360 237,360 

   関係会社長期貸付金 2,680,700 2,928,384 

   長期未収入金 300,000 306,148 

   破産更生債権等 1,599,550 1,601,700 

   その他 20,014 16,904 

   貸倒引当金 △ 3,349,720 △ 3,639,113 

   投資その他の資産合計 7,507,015 7,312,240 

  固定資産合計 7,576,618 7,369,315 

 資産合計 8,839,670 8,630,139 

 

  
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  

  関係会社短期借入金 50,400 - 

  未払金 171,140 119,531 

  未払費用 9,044 9,763 

  未払法人税等 33,567 2,502 

  未払消費税等 3,205 - 

  前受金 1,382 1,382 

  預り金 9,204 5,538 

  賞与引当金 - 1,650 

  その他 52,249 118 

  流動負債合計 330,191 140,487 

 固定負債  

  長期預り敷金 5,741 5,741 

  繰延税金負債 - 0 

  固定負債合計 5,741 5,742 

 負債合計 335,933 146,229 
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純資産の部  

 株主資本  

  資本金 10,000,000 8,000,000 

  資本剰余金  

   その他資本剰余金 4,018,887 1,457,521 

   資本剰余金合計 4,018,887 1,457,521 

  利益剰余金  

   その他利益剰余金 △ 5,372,762 △ 946,377 

   繰越利益剰余金 △ 5,372,762 △ 946,377 

   利益剰余金合計 △ 5,372,762 △ 946,377 

  自己株式 △ 27,226 △ 27,234 

  株主資本合計 8,618,897 8,483,909 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △ 115,159 0 

  評価・換算差額等合計 △ 115,159 0 

 純資産合計 8,503,737 8,483,910 

負債純資産合計 8,839,670 8,630,139 

 
 
(2)【損益計算書】 

 
（訂正前） 

 
    (単位：千円) 

   

前事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22 年３月 31 日) 

売上高  1,088,780  420,379 

売上原価  302,110 - 

売上総利益  786,670 420,379 

販売費及び一般管理費  704,285  393,057 

営業利益  82,384 27,321 

営業外収益   

 受取利息  40,244 27,928 

 受取配当金  - 643 

 有価証券運用益  107,310 1,633 

 受取賃貸料  2,316 3,419 

 その他  1,096 2,188 

 営業外収益合計  150,967 35,813 

営業外費用   

 支払利息  7,911 480 

 支払手数料  - 4,749 

 その他  - 4,149 

 営業外費用合計  7,911 9,378 

経常利益  225,440 53,756 

特別利益   

           - - 

 投資有価証券売却益  - 131,289 

  未払配当金戻入益  - 16,258 

 特別利益合計  - 147,548 

特別損失   

 投資有価証券評価損  2,420,900 - 

 関係会社株式評価損  2,094,123  8,598 

 貸倒損失  4,626 - 

 貸倒引当金繰入額  237,220  1,117,317 

 その他  - 32,434 
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 特別損失合計  4,756,870 1,158,349 

税引前当期純損失（△）  △ 4,531,430 △ 957,044 

法人税、住民税及び事業税  29,935 △ 10,667 

法人税等合計  29,935 △ 10,667 

当期純損失（△）  △ 4,561,366 △ 946,377 

 
 
（訂正後） 

 
    (単位：千円) 

   

前事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22 年３月 31 日) 

売上高  1,088,780  420,379 

売上原価  302,110 - 

売上総利益  786,670 420,379 

販売費及び一般管理費  704,285  393,057 

営業利益  82,384 27,321 

営業外収益   

 受取利息  33,509 11,401 

 受取配当金  - 643 

 有価証券運用益  107,310 1,633 

 受取賃貸料  2,316 3,419 

 その他  1,096 2,188 

 営業外収益合計  144,232 19,286 

営業外費用   

 支払利息  7,911 480 

 支払手数料  - 4,749 

 その他  - 4,149 

 営業外費用合計  7,911 9,378 

経常利益  218,705 37,229 

特別利益   

 貸倒引当金戻入額  296,000 - 

 投資有価証券売却益  - 131,289 

  未払配当金戻入益  - 16,258 

 特別利益合計  296,000 147,548 

特別損失   

 投資有価証券評価損  2,420,900 - 

 関係会社株式評価損  2,094,123  8,598 

 貸倒損失  4,626 - 

 貸倒引当金繰入額  706,570  289,393 

 その他  - 32,434 

 特別損失合計  5,226,220 330,425 

税引前当期純損失（△）  △ 4,711,514 △ 145,647 

法人税、住民税及び事業税  29,935 △ 10,667 

法人税等合計  29,935 △ 10,667 

当期純損失（△）  △ 4,741,450 △ 134,980 

 
 
(3)【株主資本等変動計算書】 

 
（訂正前） 

 
    (単位：千円)
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前事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22 年３月 31 日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 11,995,800 10,000,000

  当期変動額 

   資本金から剰余金への振替 △ 1,995,800 △ 2,000,000

   当期変動額合計 △ 1,995,800 △ 2,000,000

  当期末残高 10,000,000 8,000,000

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 2,998,950 -

   当期変動額 

    資本準備金の取崩 △ 2,998,950 -

    当期変動額合計 △ 2,998,950 -

   当期末残高 - -

  その他資本剰余金 

   前期末残高 6,037,652 4,018,887

   当期変動額 

    資本金から剰余金への振替 1,995,800 2,000,000

    資本準備金の取崩 2,998,950 -

    欠損填補 △ 7,013,515 △ 4,561,366

    当期変動額合計 △ 2,018,765 △ 2,561,366

   当期末残高 4,018,887 1,457,521

  資本剰余金合計 

   前期末残高 9,036,602 4,018,887

   当期変動額 

    資本金から剰余金への振替 1,995,800 2,000,000

    欠損填補 △ 7,013,515 △ 4,561,366

    当期変動額合計 △ 5,017,715 △ 2,561,366

   当期末残高 4,018,887 1,457,521

 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 △ 7,013,515 △ 4,561,366

    当期変動額 

     欠損填補 7,013,515 4,561,366

     当期純損失（△） △ 4,561,366 △ 946,377

     当期変動額合計 2,452,149 3,614,988

    当期末残高 △ 4,561,366 △ 946,377

 利益剰余金合計 

  前期末残高 △ 7,013,515 △ 4,561,366

  当期変動額 

   欠損填補 7,013,515 4,561,366

   当期純損失（△） △ 4,561,366 △ 946,377

   当期変動額合計 2,452,149 3,614,988

  当期末残高 △ 4,561,366 △ 946,377

 自己株式 

  前期末残高 △ 3,223 △ 27,226

  当期変動額 

   自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

   当期変動額合計 △ 24,003 △ 7

  当期末残高 △ 27,226 △ 27,234

 株主資本合計 

  前期末残高 14,015,663 9,430,294

  当期変動額 

   当期純損失（△） △ 4,561,366 △ 946,377

   自己株式の取得 △ 24,003 △ 7
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   当期変動額合計 △ 4,585,369 △ 946,384

  当期末残高 9,430,294 8,483,909

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △ 249,143 △ 115,159

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133,984 115,160

   当期変動額合計 133,984 115,160

  当期末残高 △ 115,159 0

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △ 249,143 △ 115,159

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133,984 115,160

   当期変動額合計 133,984 115,160

  当期末残高 △ 115,159 0

純資産合計 

 前期末残高 13,766,519 9,315,134

 当期変動額 

  当期純損失（△） △ 4,561,366 △ 946,377

  自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133,984 115,160

  当期変動額合計 △ 4,451,384 △ 831,224

 当期末残高 9,315,134 8,483,910

 
 
（訂正後） 

 
    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22 年３月 31 日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 11,995,800 10,000,000

  当期変動額 

   資本金から剰余金への振替 △ 1,995,800 △ 2,000,000

   当期変動額合計 △ 1,995,800 △ 2,000,000

  当期末残高 10,000,000 8,000,000

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 2,998,950 -

   当期変動額 

    資本準備金の取崩 △ 2,998,950 -

    当期変動額合計 △ 2,998,950 -

   当期末残高 - -

  その他資本剰余金 

   前期末残高 6,037,652 4,018,887

   当期変動額 

    資本金から剰余金への振替 1,995,800 2,000,000

    資本準備金の取崩 2,998,950 -

    欠損填補 △ 7,013,515 △ 4,561,366

    当期変動額合計 △ 2,018,765 △ 2,561,366

   当期末残高 4,018,887 1,457,521

  資本剰余金合計 

   前期末残高 9,036,602 4,018,887

   当期変動額 

    資本金から剰余金への振替 1,995,800 2,000,000
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    欠損填補 △ 7,013,515 △ 4,561,366

    当期変動額合計 △ 5,017,715 △ 2,561,366

   当期末残高 4,018,887 1,457,521

 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 △ 7,644,828 △ 5,372,762

    当期変動額 

     欠損填補 7,013,515 4,561,366

     当期純損失（△） △ 4,741,450 △ 134,980

     当期変動額合計 2,272,065 4,426,385

    当期末残高 △ 5,372,762 △ 946,377

 利益剰余金合計 

  前期末残高 △ 7,644,828 △ 5,372,762

  当期変動額 

   欠損填補 7,013,515 4,561,366

   当期純損失（△） △ 4,741,450 △ 134,980

   当期変動額合計 2,272,065 4,426,385

  当期末残高 △ 5,372,762 △ 946,377

 自己株式 

  前期末残高 △ 3,223 △ 27,226

  当期変動額 

   自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

   当期変動額合計 △ 24,003 △ 7

  当期末残高 △ 27,226 △ 27,234

 株主資本合計 

  前期末残高 13,384,350 8,618,897

  当期変動額 

   当期純損失（△） △ 4,741,450 △ 134,980

   自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

   当期変動額合計 △ 4,765,453 △ 134,987

  当期末残高 8,618,897 8,483,909

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △ 249,143 △ 115,159

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133,984 115,160

   当期変動額合計 133,984 115,160

  当期末残高 △ 115,159 0

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △ 249,143 △ 115,159

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133,984 115,160

   当期変動額合計 133,984 115,160

  当期末残高 △ 115,159 0

純資産合計 

 前期末残高 13,135,206 8,503,737

 当期変動額 

  当期純損失（△） △ 4,741,450 △ 134,980

  自己株式の取得 △ 24,003 △ 7

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133,984 115,160

  当期変動額合計 △ 4,631,469 △ 19,827

 当期末残高 8,503,737 8,483,910

 
以上 


