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平成24年５月期 決算短信（連結）の一部訂正について 

 

平成 24 年７月 26 日付けで発表いたしました「平成24 年５月期決算短信（平成23 年６月１日～平成

24年５月31日）」の記載内容について一部訂正いたします。なお、訂正箇所には、下線  を付してお

ります。 

 

１．訂正の理由 

  決算短信発表後、長期化していました UNIC Technologies,Inc.株式の売買代金の回収の交渉が具体

化したため貸倒引当金の計上を取消すことにしましたので、それに伴う訂正を行いました。また、有価

証券報告書作成の過程のなかで、表示等について精査を行った結果、数値の記載に誤りがあったため訂

正いたします。 

 

２．訂正の内容 

 

平成24年５月期 決算短信（連結） 

１．24年５月期の連結業績（平成23年６月１日～平成24年５月31日） 

【訂正前】 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
24年５月期 
23年５月期 

百万円   ％
1,209（△31.3）
1,759 （123.6）

百万円   ％
△364  （ － ）
△525  （ － ）

百万円   ％
△688  （ － ）
△679  （ － ）

(注)包括利益 24年５月期 △2,180百万円（ －%）    23年５月期 △1,679百万円（ －%） 
 

 当期純利益 
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
経常利益率

 
24年５月期 
23年５月期 

百万円   ％ 
△2,217  （ － ） 
△1,637  （ － ） 

円  銭
△318   74 
△269   79 

円  銭
－  
－  

％ 
－  
－  

％ 
△26.8  
△19.6  

％
△56.9 
△38.6 

(参考) 持分法投資損益   24年５月期   －百万円   23年５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

 
24年５月期 
23年５月期 

百万円
2,008 
3,130 

百万円
△6,448 
△4,278 

％ 
△321.0  
△136.7  

円   銭
△650      04 
△704      95 

(参考) 自己資本 24年５月期 △6,448百万円  23年５月期 △4,278百万円 
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【訂正後】 
(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
24年５月期 
23年５月期 

百万円   ％
1,209（△31.3）
1,759 （123.6）

百万円   ％
△362  （ － ）
△525  （ － ）

百万円   ％
△528  （ － ）
△679  （ － ）

(注)包括利益 24年５月期 △2,019百万円（ －%）    23年５月期 △1,679百万円（ －%） 
 

 当期純利益 
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
経常利益率

 
24年５月期 
23年５月期 

百万円   ％ 
△2,056  （ － ） 
△1,637  （ － ） 

円  銭
△295   50 
△269   79 

円  銭
－  
－  

％ 
－  
－  

％ 
△19.9  
△19.6  

％
△43.7 
△38.6 

(参考) 持分法投資損益   24年５月期   －百万円   23年５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

 
24年５月期 
23年５月期 

百万円
2,170 
3,130 

百万円
△6,286 
△4,278 

％ 
△289.6  
△136.7  

円   銭
△633      74 
△704      95 

(参考) 自己資本 24年５月期 △6,286百万円  23年５月期 △4,278百万円 

 

 

１．経営成績 

【訂正前】 

 (1）経営成績に関する分析 

                    ＜略＞ 

 そのような状況下で、当社グループは早期に業績の改善を図るため事業改造計画を策定し、業績の

回復に努めてまいりましたが、当連結会計年度の業績は、売上高は1,209,049千円に留まり、経常損失

688,110千円、当期純損失2,217,784千円となりました。 

 営業品目別の概況は次のとおりです。 

                    ＜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 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,124,827千円減少し、

2,005,332千円となりました。これは主に、たな卸資産648,909千円の減少及び有形固定資産119,119

千円の減少によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,048,764千円増加し、8,457,632千円となりまし

た。これは主に、未払金803,083千円の増加によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,173,591千円減少し、6,452,300千円の債務超

過となりました。これは主に、利益剰余金2,222,028千円の減少によるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 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。）は、期首残高に比べ42,609

千円減少し、79,523千円となりました。また、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164,788千円となりました。これは、税金等調整前当期純損失を

2,218,843千円を計上し、遅延損害金が851,381千円発生し、たな卸資産が647,555千円の減少等があり

ましたが、未収入金の増加が156,846千円発生したこと等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）  
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 投資活動の結果獲得した資金は131,894千円となりました。これは、投資有価証券の売却による収入

が156,881千円発生したことによるものであります。ただし、当連結会計年度末においては投資有価証

券の売却代金は未収であります。  

＜略＞  

 (5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、４期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期連結会

計年度末において債務超過となり、さらに当連結会計年度においても2,217,784千円の純損失を計上し

た結果、当連結会計年度末で6,448,055千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,981,231千

円の借入金及び220,000千円の社債を有しております。 

 

１．経営成績 

【訂正後】 

(1）経営成績に関する分析 

                    ＜略＞ 

 

 そのような状況下で、当社グループは早期に業績の改善を図るため事業改造計画を策定し、業績の

回復に努めてまいりましたが、当連結会計年度の業績は、売上高は1,209,049千円に留まり、経常損失

528,341千円、当期純損失2,056,086千円となりました。 

 営業品目別の概況は次のとおりです。 

                    ＜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 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ959,710千円減少し、2,170,449

千円となりました。これは主に、たな卸資産645,051千円の減少及び有形固定資産119,119千円の減

少によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,047,938千円増加し、8,456,807千円となりまし

た。これは主に、未払金803,083千円の増加によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,007,649千円減少し、6,286,357千円の債務超

過となりました。これは主に、利益剰余金2,056,086千円の減少によるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 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。）は、期首残高に比べ42,609

千円減少し、79,523千円となりました。また、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164,786千円となりました。これは、税金等調整前当期純損失を 

2,057,145千円を計上し、遅延損害金が851,381千円発生し、たな卸資産が643,697千円の減少等があり

ましたが、未収入金の増加が157,806千円発生したこと等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131,892千円となりました。これは、投資有価証券の売却による収入

が156,880千円発生したことによるものであります。ただし、当連結会計年度末においては投資有価証

券の売却代金は未収であります。  

＜略＞ 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、４期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期連結会

計年度末において債務超過となり、さらに当連結会計年度においても2,056,086千円の純損失を計上し

た結果、当連結会計年度末で6,286,357千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,981,231千

円の借入金及び220,000千円の社債を有しております。 
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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５月31日)

【訂正前】 

当連結会計年度 

(平成24年５月31日) 

【訂正後】 

当連結会計年度 

(平成24年５月31日) 

資産の部       

  流動資産       

    現金及び預金 ※1 128,132 ※1 85,523 ※1 85,523 
    受取手形及び売掛金 162,670 66,945 66,945 
    たな卸資産 ※3 1,619,248 ※3 970,339 ※3 974,197 
    未収入金 746 157,592 158,552 
    その他 45,064 34,482 34,482 
    貸倒引当金 △20,066 △165,612 △8,732 
    流動資産合計 1,935,796 1,149,270 1,310,968 
  固定資産      

    有形固定資産       

      建物及び構築物 839,275 837,626 837,626 
        減価償却累計額 △282,482 △329,974 △329,974 
        建物及び構築物（純額） ※1 556,793 ※1 507,652 ※1 507,652 
      機械装置及び運搬具 596,131 596,131 596,131 
        減価償却累計額 △428,491 △488,226 △488,226 
        機械装置及び運搬具（純額） 167,639 107,904 107,904 
      工具、器具及び備品 279,741 277,125 277,125 
        減価償却累計額 △247,694 △257,674 △257,674 
        工具、器具及び備品（純額） 32,047 19,451
      リース資産 7,804 － － 
        減価償却累計額 △4,136 － － 
        リース資産（純額） 3,668 － － 
      建設仮勘定 38,933 44,954 44,954 
      有形固定資産合計 799,082 679,962 679,962 
    無形固定資産      

  

      特許権 32,421 6,387 6,387 
      その他 14,986 5,581 5,581 
      無形固定資産合計 47,408 11,968 11,968 
    投資その他の資産      

  

      投資有価証券 155,149 0 0 
      長期貸付金 － 24,000 24,000 
      役員に対する長期貸付金 104,665 76,787 76,787 
      その他 88,057 114,008 114,008 
      貸倒引当金 － △47,245 △47,245 
      投資その他の資産合計 347,872 167,550 167,550 
    固定資産合計 1,194,363 859,481 859,481 
  

資産合計 3,130,159 2,008,751 2,170,449 
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（単位：千円）

      前連結会計年度 

(平成23年５月31日)

【訂正前】 

当連結会計年度 

(平成24年５月31日) 

【訂正後】 

当連結会計年度 

(平成24年５月31日) 

負債の部       

  流動負債       

    支払手形及び買掛金 90,574 136,550 136,550 
    短期借入金 － 65,000 65,000 
    1年内返済予定の長期借入金 5,061,262 4,981,231 4,981,231 
    1年内償還予定の社債 220,000 220,000 220,000 
    未払金 1,199,698 2,002,781 2,002,781 
    未払費用 245,467 374,068 374,068 
    前受金 283,930 375,390 375,390 
    未払法人税等 9,688 9,463 9,463 
    預り金 83,623 119,169 119,169 
    製品保証引当金 5,189 3,216 3,216 
    仮受金 104,734 104,726 104,726 
    その他 41,601 6,635 6,635 
    流動負債合計 7,345,770 8,398,234 8,398,234 
  固定負債      

    金利スワップ負債 9,661 6,700 6,700 
    繰延税金負債 11,907 9,678 9,678 
    資産除去債務 41,528 42,193 42,193 
    固定負債合計 63,097 58,572 58,572 
  負債合計 7,408,868 8,456,807 8,456,807 

純資産の部      

  株主資本       

    資本金 1,072,200 1,077,975 1,077,975 
    資本剰余金 2,100,221 2,105,996 2,105,996 
    利益剰余金 △7,337,676 △9,555,461 △9,393,763 
    自己株式 △311 △311 △311 
    株主資本合計 △4,165,566 △6,371,800 △6,210,102 
  その他の包括利益累計額       

    その他有価証券評価差額金 △40,531 － － 
    為替換算調整勘定 △72,610 △76,255 △76,255 

    その他の包括利益累計額合

計 
△113,142 △76,255 △76,255 

  純資産合計 △4,278,708 △6,448,055 △6,286,357 

負債純資産合計 3,130,159 2,008,751 2,170,449 
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（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６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日 

至 平成24年５月31日) 

売上高 1,759,062 1,209,049 1,209,049 

売上原価 1,472,948 872,407 870,478 

売上総利益 286,114 336,641 338,570 

販売費及び一般管理費        

  役員報酬 106,810 89,285 89,285 
  給料 182,237 169,040 169,040 
  旅費及び交通費 42,328 46,122 46,122 
  研究開発費 15,125 16,816 16,816 
  販売手数料 92,634 76,507 76,507 
  減価償却費 118,673 77,212 77,212 
  その他 253,508 226,047 226,047 
  販売費及び一般管理費合計 ※1 811,317 ※1 701,032 ※1 701,032 

営業損失（△） △525,203 △364,390 △362,461 

営業外収益        

  受取利息 3,303 2,496 2,496 
  受取配当金 4 4 4 
  為替差益 1,395 － 539 
  金利スワップ評価益 6,621 2,960 2,960 
  補助金収入 2,536 6,879 6,879 
  受取賃貸料 960 1,284 1,284 
  雑収入 1,340 742 742 
  営業外収益合計 16,160 14,367 14,906 

営業外費用        

  支払利息 139,496 134,097 134,097 
  支払手数料 13,238 4,833 4,833 
  為替差損 － 420 － 
  新株発行費 － 450 450 
  貸倒引当金繰入額 － 192,791 35,911 
  雑支出 17,405 5,492 5,492 
  営業外費用合計 170,139 338,086 180,785 

経常損失（△） △679,182 △688,110 △528,341 

特別利益        

  製品保証引当金戻入額 1,117 － － 
  貸倒引当金戻入額 54,385 － － 
  固定資産売却益 ※2 4,180 － － 
  債務免除益 － 6,684 6,684 
  特別利益合計 59,683 6,684 6,684 
         

  



 7

（単位：千円）

    前連結会計年度 

(自 平成22年６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５月31日) 

特別損失       

  たな卸資産評価損 109,896 643,400 641,471 
  固定資産除却損 ※3 234 ※3 76 ※3 76 
  固定資産売却損 ※4 33,633 － － 
  遅延損害金 804,670 851,381 851,381 
  投資有価証券評価損 － 663 663 
  投資有価証券売却損 － 38,137 38,137 

  資産除去債務会計基準の適

用に伴う影響額 
10,105 － － 

  特別退職金 － 3,757 3,757 
  損害賠償金 45,000 － － 
  特別損失合計 1,003,541 1,537,417 1,535,488 

税金等調整前当期純損失（△） △1,623,040 △2,218,843 △2,057,145 

法人税、住民税及び事業税 2,553 1,169 1,169 

法人税等調整額 11,907 △2,229 △2,229 

法人税等合計 14,461 △1,059 △1,059 

少数株主損益調整前当期純損

失（△） 
△1,637,501 △2,217,784 △2,056,086 

当期純損失（△） △1,637,501 △2,217,784 △2,056,086 
         

（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６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 △1,637,501 △2,217,784 △2,056,086 

その他の包括利益        

  その他有価証券評価差額金 △20,007 40,531 40,531 
  為替換算調整勘定 △22,226 △3,644 △3,644 
  その他の包括利益合計 △42,233 ※1 36,887 ※1 36,887 

包括利益 △1,679,735 △2,180,897 △2,019,199 

（内訳）        

  親会社株主に係る包括利益 △1,679,735 △2,180,897 △2,019,199 
  少数株主に係る包括利益 － － － 
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（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６月１日 

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５月31日) 

株主資本       

  資本金       

    当期首残高 1,072,200 1,072,200 1,072,200 
    当期変動額        

      新株の発行 － 5,775 5,775 
      当期変動額合計 － 5,775 5,775 
    当期末残高 1,072,200 1,077,975 1,077,975 
  資本剰余金        

    当期首残高 2,100,221 2,100,221 2,100,221 
    当期変動額        

      新株の発行 － 5,775 5,775 
      当期変動額合計 － 5,775 5,775 
    当期末残高 2,100,221 2,105,996 2,105,996 
  利益剰余金        

    当期首残高 △5,700,175 △7,337,676 △7,337,676 
    当期変動額        

      当期純損失（△） △1,637,501 △2,217,784 △2,056,086 
      当期変動額合計 △1,637,501 △2,217,784 △2,056,086 
    当期末残高 △7,337,676 △9,555,461 △9,393,763 
  自己株式        

    当期首残高 △310 △311 △311 
    当期変動額        

      自己株式の取得 △0 － － 
      当期変動額合計 △0 － － 
    当期末残高 △311 △311 △311 
  株主資本合計        

    当期首残高 △2,528,063 △4,165,566 △4,165,566 
    当期変動額        

      新株の発行 － 11,550 11,550 
      当期純損失（△） △1,637,501 △2,217,784 △2,056,086 
      自己株式の取得 △0 － － 
      当期変動額合計 △1,637,502 △2,206,234 △2,044,536 
    当期末残高 △4,165,566 △6,371,800 △6,210,102 
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（単位：千円） 

        前連結会計年度 

(自 平成22年６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５月31日) 

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 △20,524 △40,531 △40,531 
    当期変動額        

      株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△20,007 40,531 40,531 

      当期変動額合計 △20,007 40,531 40,531 
    当期末残高 △40,531 － － 
  為替換算調整勘定        

    当期首残高 △50,384 △72,610 △72,610 
    当期変動額        

      株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△22,226 △3,644 △3,644 

      当期変動額合計 △22,226 △3,644 △3,644 
    当期末残高 △72,610 △76,255 △76,255 

  その他の包括利益累計額

合計 
       

    当期首残高 △70,908 △113,142 △113,142 
    当期変動額        

      株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△42,233 36,887 36,887 

      当期変動額合計 △42,233 36,887 36,887 
    当期末残高 △113,142 △76,255 △76,255 

純資産合計       

  当期首残高 △2,598,972 △4,278,708 △4,278,708 
  当期変動額       

    新株の発行 － 11,550 11,550 
    当期純損失（△） △1,637,501 △2,217,784 △2,056,086 
    自己株式の取得 △0 － － 

    株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△42,233 36,887 36,887 

    当期変動額合計 △1,679,735 △2,169,347 △2,007,649 
  当期末残高 △4,278,708 △6,448,055 △6,286,357 
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（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６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５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（△） △1,623,040 △2,218,843 △2,057,145 
  減価償却費 223,410 150,884 150,884 

  資産除去債務会計基準の適用に伴う

影響額 
10,105 － － 

  投資有価証券評価損益（△は益） － 663 663 
  たな卸資産評価損 109,896 643,400 641,471 
  投資有価証券売却損益（△は益） － 38,137 38,137 
  遅延損害金 804,670 851,381 851,381 
  固定資産除却損 279 1,773 1,773 
  損害賠償損失 45,000 － － 
  固定資産売却損益（△は益） 29,453 － － 
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △100,312 192,791 35,911 
  製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,981 △1,973 △1,973 
  受取利息及び受取配当金 △3,307 △2,500 △2,500 
  支払利息 139,496 134,097 134,097 
  為替差損益（△は益） 188 263 263 
  割引手形の増減額（△は減少） △6,288 4,059 4,059 
  売上債権の増減額（△は増加） 50,949 91,415 91,415 
  たな卸資産の増減額（△は増加） 304,325 4,155 2,226 
  仕入債務の増減額（△は減少） △123,832 45,975 45,975 
  金利スワップ評価損益（△は益） △6,621 △2,960 △2,960 
  未収入金の増減額（△は増加） 738 △156,846 △157,806 

  その他の流動資産の増減額（△は増

加） 
62,021 10,577 10,577 

  その他の流動負債の増減額（△は減

少） 
145,307 54,522 54,522 

  長期前払費用の増減額（△は増加） 2,162 2,178 2,178 

  その他の固定負債の増減額（△は減

少） 
653 2,874 2,874 

  小計 62,276 △153,973 △153,971 
  利息及び配当金の受取額 3,463 2,500 2,500 
  利息の支払額 △15,679 △9,927 △9,927 
  法人税等の支払額 △3,038 △3,388 △3,388 
  営業活動によるキャッシュ・フロー 47,021 △164,788 △164,786 

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 200 － － 
  有形固定資産の取得による支出 △700 － － 
  有形固定資産の売却による収入 84,892 △639 △639 
  投資有価証券の売却による収入 － 156,881 156,880 
  その他 △23,786 △24,348 △24,348 
  投資活動によるキャッシュ・フロー 60,606 131,894 131,892 
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（単位：千円）

    前連結会計年度 

(自 平成22年６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当連結会計年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５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） △4,334 65,000 65,000 
  長期借入金の返済による支出 △16,690 △80,030 △80,030 
  株式の発行による収入 － 11,550 11,550 
  リース債務の返済による支出 △1,843 △3,784 △3,784 
  自己株式の取得による支出 △0 － － 
  配当金の支払額 △2 － － 
  財務活動によるキャッシュ・フロー △22,870 △7,265 △7,265 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,841 △2,449 △2,449 

現金及び現金同等物の増減額（△は減

少） 
71,916 △42,609 △42,609 

現金及び現金同等物の期首残高 50,216 ※1 122,132 ※1 122,132 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 122,132 ※1 79,523 ※1 79,523 
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(5)継続企業の前提に関する注記 

【訂正前】 

当社グループは、４期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期連結会計

年度末において債務超過となり、さらに当連結会計年度においても2,217,784千円の純損失を計上した

結果、当連結会計年度末で6,448,055千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,981,231千円

の借入金及び220,000千円の社債を有しております。 

＜略＞ 

【訂正後】 

当社グループは、４期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期連結会計

年度末において債務超過となり、さらに当連結会計年度においても2,056,086千円の純損失を計上した

結果、当連結会計年度末で6,286,357千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,981,231千円

の借入金及び220,000千円の社債を有しております。 

＜略＞ 

 

(9)追加情報 

【訂正前】 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

                  ＜略＞ 

【訂正後】 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

                  ＜略＞ 

（投資有価証券の売却）  

     平成24年２月16日に投資有価証券であるUNIC Technologies,Inc.株式の売買契約を締結しまし

たが、期末日現在未収となっております。売買代金の回収が長期化しておりますが、連結計算書

類作成日現在、回収の交渉中であります。 

 

(10)連結財務諸表に関する注記事項 

【訂正前】 

（連結貸借対照表関係） 

＜略＞   

 ※３ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成23年５月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年５月31日） 

仕掛品 1,353,149千円 761,883千円

原材料及び貯蔵品 266,099 208,455 

         計 1,619,248 970,339 

 

【訂正後】 

（連結貸借対照表関係） 

＜略＞   

 ※３ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成23年５月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年５月31日） 

仕掛品 1,353,149千円 765,741千円

原材料及び貯蔵品 266,099 208,455 

         計 1,619,248 974,197 
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（１株当たり情報） 

  
前連結会計年度 

（自 平成22年６月１日 

至 平成23年５月31日）

【訂正前】 

当連結会計年度 

（自 平成23年６月１日 

至 平成24年５月31日） 

【訂正後】 

当連結会計年度 

（自 平成23年６月１日 

  至 平成24年５月31日）

１株当たり純資産額 △704.95円 △650.04円 △633.47円 

１株当たり当期純損失金額 △269.79円 △318.74円 △295.50円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成23年５月31日） 

【訂正前】 

当連結会計年度 

（平成24年５月31日） 

【訂正後】 

当連結会計年度 

（平成24年５月31日） 

純資産の部の合計額（千円） △4,278,708 △6,448,055 △6,286,357 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） △4,278,708 △6,448,055 △6,286,357 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株） 
6,069,527 9,919,527 9,919,527 

  

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

（自 平成22年６月１日 

至 平成23年５月31日）

【訂正前】 

当連結会計年度 

（自 平成23年６月１日 

至 平成24年５月31日） 

【訂正後】 

当連結会計年度 

（自 平成23年６月１日 

  至 平成24年５月31日）

１株当たり当期損失益金額      

当期純損失金額（千円） △1,637,501 △2,217,784 △2,056,086 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る当期純損失金額（千

円） 
△1,637,501 △2,217,784 △2,056,086 

期中平均株式数（株） 6,069,547 6,957,989 6,957,989 

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

定に含めなかった潜在株式の概要 

＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ 
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５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円）

          前事業年度 

(平成23年５月31日)

【訂正前】 

当事業年度 

(平成24年５月31日) 

【訂正後】 

当事業年度 

(平成24年５月31日) 

資産の部       

  流動資産       

    現金及び預金 ※1 87,882 ※1 34,257 ※1 34,257 
    売掛金 140,453 50,360 50,360 
    仕掛品 1,313,104 671,392 671,392 
    原材料及び貯蔵品 230,740 192,855 192,855 
    前渡金 29,110 10,722 10,722 
    前払費用 7,410 3,805 3,805 
    未収入金 746 157,592 158,552 
    その他 4,099 8,650 8,650 
    貸倒引当金 △20,931 △165,612 △8,732 
    流動資産合計 1,792,615 964,022 1,121,862 
  固定資産        

    有形固定資産        

      建物 738,560 738,560 738,560 
        減価償却累計額 △245,841 △245,841 △245,841 
        建物（純額） ※1 492,719 ※1 492,719 ※1 492,719 
      構築物 29,224 29,224 29,224 
        減価償却累計額 △16,966 △16,966 △16,966 
        構築物（純額） ※1 12,258 ※1 12,258 ※1 12,258 
      機械及び装置 589,650 589,650 589,650 
        減価償却累計額 △482,233 △482,233 △482,233 
        機械及び装置（純額） 107,416 107,416 107,416 
      車両運搬具 5,669 5,669 5,669 
        減価償却累計額 △5,378 △5,378 △5,378 
        車両運搬具（純額） 290 290 290 
      工具、器具及び備品 196,140 196,140 196,140 
        減価償却累計額 △168,797 △179,913 △179,913 
        工具、器具及び備品（純額） 27,342 16,226 16,226 
      リース資産 7,804 － － 
        減価償却累計額 △4,136 － － 
        リース資産（純額） 3,668 － － 
      建設仮勘定 38,933 44,954 44,954 
      有形固定資産合計 781,084 673,866 673,866 
    無形固定資産       

      特許権 32,421 6,387 6,387 
      ソフトウエア 13,818 5,456 5,456 
      電話加入権 882 0 0 
      無形固定資産合計 47,122 11,844 11,844 
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（単位：千円）

        前事業年度 

(平成23年５月31日)

【訂正前】 

当事業年度 

(平成24年５月31日)

【訂正後】 

当事業年度 

(平成24年５月31日) 
    投資その他の資産       

      投資有価証券 155,149 0 0 
      関係会社株式 363,097 363,097 363,097 
      出資金 100 100 100 
      長期前払費用 2,623 445 445 
      敷金 13,104 12,386 12,386 
      長期貸付金 － 24,000 24,000 
      役員に対する長期貸付金 24,240 － － 
      その他 67,099 96,211 96,211 
      貸倒引当金 － △47,245 △47,245 
      投資その他の資産合計 625,414 448,995 448,995 
    固定資産合計 1,453,621 1,134,705 1,134,705 
  資産合計 3,246,237 2,098,728 2,256,568 

負債の部        

  流動負債        

    支払手形 4,703 119 119 
    買掛金 84,596 ※2 134,561 ※2 134,561 
    短期借入金 － 65,000 65,000 
    1年内返済予定の長期借入金 ※1 5,061,262 ※1 4,981,231 ※1 4,981,231 
    1年内償還予定の社債 220,000 220,000 220,000 
    リース債務 3,784 － － 
    未払金 ※2 1,288,405 ※2 2,078,537 ※2 2,078,537 
    未払費用 244,527 373,990 373,990 
    未払法人税等 8,269 8,157 8,157 
    未払消費税等 35,355 1,847 1,847 
    預り金 80,964 116,099 116,099 
    製品保証引当金 5,189 3,216 3,216 
    前受金 226,127 361,312 361,312 
    仮受金 128,728 ※2 117,726 ※2 117,726 
    流動負債合計 7,391,914 8,461,800 8,461,800 
  固定負債       

    金利スワップ負債 9,661 6,700 6,700 
    繰延税金負債 11,907 9,678 9,678 
    資産除去債務 41,528 42,193 42,193 
    固定負債合計 63,097 58,572 58,572 
  負債合計 7,455,011 8,520,372 8,520,372 
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（単位：千円）

          前事業年度 

(平成23年５月31日)

【訂正前】 

当事業年度 

(平成24年５月31日)

【訂正後】 

当事業年度 

(平成24年５月31日) 

純資産の部       

  株主資本       

    資本金 1,072,200 1,077,975 1,077,975 
    資本剰余金        

      資本準備金 2,100,221 2,105,996 2,105,996 
      資本剰余金合計 2,100,221 2,105,996 2,105,996 
    利益剰余金       

      その他利益剰余金       

        繰越利益剰余金 △7,340,353 △9,605,304 △9,447,464 
      利益剰余金合計 △7,340,353 △9,605,304 △9,447,464 
    自己株式 △311 △311 △311 
    株主資本合計 △4,168,242 △6,421,644 △6,263,804 
  評価・換算差額等       

    その他有価証券評価差額金 △40,531 － － 
    評価・換算差額等合計 △40,531 － － 
  純資産合計 △4,208,774 △6,421,644 △6,263,804 

負債純資産合計 3,246,237 2,098,728 2,256,568 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

    前事業年度 

(自 平成22年６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日 

至 平成24年５月31日) 

売上高       

  商品売上高 △34,356 13,384 13,384 
  製品売上高 1,458,265 856,373 856,373 
  売上高合計 1,423,908 869,758 869,758 

売上原価       

  当期商品仕入高 12,803 2,325 2,325 
  当期製品製造原価 1,257,626 707,526 707,526 
  合計 1,270,430 709,852 709,852 
  売上原価合計 1,270,430 709,852 709,852 

売上総利益 153,478 159,905 159,905 

販売費及び一般管理費       

  役員報酬 85,810 70,785 70,785 
  給料 138,440 119,925 119,925 
  販売手数料 92,634 76,507 76,507 
  広告宣伝費 1,123 1,754 1,754 
  荷造及び発送費 18,278 9,904 9,904 
  減価償却費 110,136 69,817 69,817 
  交際費 16,788 32,197 32,197 
  旅費及び交通費 37,562 39,823 39,823 
  地代家賃 11,571 8,288 8,288 
  業務委託費 4,388 6,829 6,829 
  支払手数料 56,785 50,635 50,635 
  研究開発費 ※2 12,098 ※2 14,984 ※2 14,984 
  賃借料 5,492 7,848 7,848 
  貸倒引当金繰入額 7,256 － － 
  製品保証引当金繰入額 － 607 607 
  その他 90,627 65,619 65,619 
  販売費及び一般管理費合計 688,995 575,529 575,529 

営業損失（△） △535,516 △415,623 △415,623 

営業外収益       

  受取利息 725 19 19 
  受取配当金 4 4 4 
  為替差益 1,560 － 359 
  金利スワップ評価益 6,621 2,960 2,960 
  補助金収入 2,536 6,879 6,879 
  受取家賃 ※1 3,960 ※1 4,284 ※1 4,284 
  雑収入 1,131 738 738 
  営業外収益合計 16,538 14,886 15,245 
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（単位：千円）

    前事業年度 

(自 平成22年６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５月31日) 

営業外費用       

  支払利息 133,690 128,962 128,962 
  社債利息 4,950 4,963 4,963 
  支払手数料 13,238 4,833 4,833 
  為替差損 － 600 － 
  新株発行費 － 450 450 
  貸倒引当金繰入額 － 191,926 35,046 
  雑支出 17,163 4,536 4,536 
  営業外費用合計 169,041 336,274 178,793 

経常損失（△） △688,019 △737,011 △579,171 

特別利益       

  製品保証引当金戻入額 1,117 － － 
  貸倒引当金戻入額 61,153 － － 
  固定資産売却益 ※3 4,180 － － 
  債務免除益 － 6,684 6,684 
  特別利益合計 66,450 6,684 6,684 

特別損失       

  固定資産売却損 ※4 33,633 － － 
  たな卸資産評価損 109,896 642,034 642,034 
  遅延損害金 804,670 851,381 851,381 
  投資有価証券売却損 － 38,137 38,137 
  投資有価証券評価損 － 663 663 
  損害賠償金 45,000 － － 
  特別退職金 － 3,757 3,757 

  資産除去債務会計基準の

適用に伴う影響額 
10,105 － － 

  特別損失合計 1,003,306 1,535,974 1,535,974 

税引前当期純損失（△） △1,624,876 △2,266,302 △2,108,462 

法人税、住民税及び事業税 2,263 878 878 

法人税等調整額 11,907 △2,229 △2,229 

法人税等合計 14,170 △1,350 △1,350 

当期純損失（△） △1,639,046 △2,264,951 △2,107,111 
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

            前事業年度 

(自 平成22年６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５月31日) 

株主資本       

  資本金       

    当期首残高 1,072,200 1,072,200 1,072,200 
    当期変動額        

      新株の発行 － 5,775 5,775 
      当期変動額合計 － 5,775 5,775 
    当期末残高 1,072,200 1,077,975 1,077,975 
  資本剰余金       

    資本準備金       

      当期首残高 2,100,221 2,100,221 2,100,221 
      当期変動額        

        新株の発行 － 5,775 5,775 
        当期変動額合計 － 5,775 5,775 
      当期末残高 2,100,221 2,105,996 2,105,996 
    資本剰余金合計       

      当期首残高 2,100,221 2,100,221 2,100,221 
      当期変動額        

        新株の発行 － 5,775 5,775 
        当期変動額合計 － 5,775 5,775 
      当期末残高 2,100,221 2,105,996 2,105,996 
  利益剰余金       

    その他利益剰余金       

      繰越利益剰余金       

        当期首残高 △5,701,306 △7,340,353 △7,340,353 
        当期変動額        

          当期純損失（△） △1,639,046 △2,264,951 △2,107,111 
          当期変動額合計 △1,639,046 △2,264,951 △2,107,111 
        当期末残高 △7,340,353 △9,605,304 △9,447,464 
    利益剰余金合計       

      当期首残高 △5,701,306 △7,340,353 △7,340,353 
      当期変動額       

        当期純損失（△） △1,639,046 △2,264,951 △2,107,111 
        当期変動額合計 △1,639,046 △2,264,951 △2,107,111 
      当期末残高 △7,340,353 △9,605,304 △9,447,464 
  自己株式       

    当期首残高 △310 △311 △311 
    当期変動額        

      自己株式の取得 △0 － － 
      当期変動額合計 △0 － － 
    当期末残高 △311 △311 △311 
  株主資本合計       

    当期首残高 △2,529,194 △4,168,242 △4,168,242 
    当期変動額        

      新株の発行 － 11,550 11,550 
      当期純損失（△） △1,639,046 △2,264,951 △2,107,111 
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（単位：千円）

        前事業年度 

(自 平成22年６月１日

 至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日

 至 平成24年５月31日)

【訂正後】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年５月31日) 
      自己株式の取得 △0 － － 
      当期変動額合計 △1,639,047 △2,253,401 △2,095,561 
    当期末残高 △4,168,242 △6,421,644 △6,263,804 

評価・換算差額等       

  その他有価証券評価差額金       

    当期首残高 △20,524 △40,531 △40,531 
    当期変動額        

      株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△20,007 40,531 40,531 

      当期変動額合計 △20,007 40,531 40,531 
    当期末残高 △40,531 － － 
  評価・換算差額等合計        

    当期首残高 △20,524 △40,531 △40,531 
    当期変動額        

      株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△20,007 40,531 40,531 

      当期変動額合計 △20,007 40,531 40,531 
    当期末残高 △40,531 － － 

純資産合計       

  当期首残高 △2,549,718 △4,208,774 △4,208,774 
  当期変動額        

    新株の発行 － 11,550 11,550 
    当期純損失（△） △1,639,046 △2,264,951 △2,107,111 
    自己株式の取得 △0 － － 

    株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
△20,007 40,531 40,531 

    当期変動額合計 △1,659,055 △2,212,869 △2,055,029 
  当期末残高 △4,208,774 △6,421,644 △6,263,804 
             

  

 

(4)継続企業の前提に関する注記 

【訂正前】 

当社は、４期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期事業年度末におい

て債務超過となり、さらに当事業年度においても2,264,951千円の当期純損失を計上した結果、当事業

年度末で6,421,644千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,981,231千円の借入金及び

220,000千円の社債を有しております。 

 

【訂正後】 

当社は、４期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期事業年度末におい

て債務超過となり、さらに当事業年度においても2,017,111千円の当期純損失を計上した結果、当事業

年度末で6,263,804千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,981,231千円の借入金及び

220,000千円の社債を有しております。 
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(8)追加情報 

【訂正前】 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

                    ＜略＞ 

【訂正後】 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

                    ＜略＞ 

（投資有価証券の売却）  

    平成24年２月16日に投資有価証券であるUNIC Technologies,Inc.株式の売買契約を締結しま

したが、期末日現在未収となっております。売買代金の回収が長期化しておりますが、計算書

類作成日現在、回収の交渉中であります。 

 

（１株当たり情報） 

  
前事業年度 

  (自 平成22年６月１日 

至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当事業年度 

  (自 平成23年６月１日 

至 平成24年５月31日) 

【訂正後】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日 

至 平成24年５月31日)

１株当たり純資産額 △693.43円 △647.37円 △631.46円 

１株当たり当期純損失金額 △270.04円 △325.52円 △302.83円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前事業年度 

（平成23年５月31日） 

【訂正前】 

当事業年度 

（平成24年５月31日） 

【訂正後】 

当事業年度 

（平成24年５月31日）

純資産の部の合計額（千円） △4,208,774 △6,421,644 △6,263,804 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －  

普通株式に係る期末の純資産額（千円） △4,208,774 △6,421,644 △6,263,804 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株） 
6,069,527 9,919,527 9,919,527 

  

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  
前事業年度 

  (自 平成22年６月１日 

至 平成23年５月31日)

【訂正前】 

当事業年度 

  (自 平成23年６月１日 

至 平成24年５月31日) 

【訂正後】 

当事業年度 

(自 平成23年６月１日 

至 平成24年５月31日)

１株当たり当期純利益金額      

当期純損失金額（千円） △1,639,046 △2,264,951 △2,107,111 

普通株主に帰属しない金額（千円） － －  

普通株式に係る当期純損失金額（千円） △1,639,046 △2,264,951 △2,107,111 

期中平均株式数（株） 6,069,547 6,957,989 6,957,989 

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めなか

った潜在株式の概要 

＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ 

 

以 上 


