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（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 

 

 

当社は平成 25年５月 10日付の「過年度決算訂正に関するお知らせ」で公表しましたとおり、過年

度の決算短信の訂正作業を進めておりましたが、このたび平成 22年３月期決算短信の訂正作業が完

了しましたので、その内容についてお知らせいたします。訂正箇所は下線にて表示しております。 

なお、訂正理由につきましては、本日開示の「過年度有価証券報告書等ならびに決算短信の訂正に

関するお知らせ」をご覧ください。 

以 上 

 

1



【サマリー情報】 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 (訂正前) (百万円未満切捨て)

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）

(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 9,667 38.2 1,009 180.4 970 207.9 542 280.1

21年３月期 6,993 △55.5 360 ─ 315 ─ 142 ─

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 1,771 75 1,770 79 79.4 15.9 10.4

21年３月期 473 00 472 19 33.7 5.4 5.1

(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 6,337 1,007 14.9 3,077 85

21年3月期 5,865 423 7.2 1,383 64

(参考) 自己資本 22年３月期 943百万円 21年３月期 423百万円

(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）

(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 412 △55.9 190 △71.0 156 △74.1 115 △75.5

21年３月期 933 △78.1 657 ─ 606 ─ 472 ─

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 377 71 377 51

21年３月期 1,564 85 1,562 17

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 2,620 652 24.9 2,129 61

21年３月期 3,116 554 17.8 1,813 60

(参考) 自己資本 22年３月期 652百万円 21年３月期 554百万円
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(2) 個別財政状態 

 

 (訂正後) (百万円未満切捨て)

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）

(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 9,667 38.2 1,009 180.4 970 207.9 542 ―

21年３月期 6,993 △55.5 360 ─ 315 ─ △86 ─

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 1,771 75 1,770 79 119.7 15.9 10.4

21年３月期 △287 68 ― ― ― 5.4 5.1

(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 6,337 777 11.3 2,328 47

21年3月期 5,865 193 3.3 632 79

(参考) 自己資本 22年３月期 713百万円 21年３月期 193百万円

(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）

(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 412 △55.9 190 △71.0 156 △74.1 115 △75.5

21年３月期 933 △78.1 657 ─ 606 ─ 242 ─

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 377 71 377 51

21年３月期 804 17 802 79

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 2,620 422 16.1 1,380 23

21年３月期 3,116 324 10.4 1,062 74

(参考) 自己資本 22年３月期 422百万円 21年３月期 324百万円
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【訂正箇所】３ページ 

①当連結会計年度の経営成績 

(訂正前) 

(略) 

健康コーポレーション株式会社を中心とする、グループ７社全社において黒字を達成することがで

き、この結果、当連結会計年度は、売上高9,667百万円（前連結会計年度は6,993百万円）、営業利益

1,009百万円（前連結会計年度は360百万円）、経常利益970百万円（前連結会計年度は315百万円）、当

期純利益は542百万円（前連結会計年度は142百万円）となりました。 

(略) 

  

(訂正後) 

(略) 

健康コーポレーション株式会社を中心とする、グループ７社全社において黒字を達成することがで

き、この結果、当連結会計年度は、売上高9,667百万円（前連結会計年度は6,993百万円）、営業利益

1,009百万円（前連結会計年度は360百万円）、経常利益970百万円（前連結会計年度は315百万円）、当

期純利益は542百万円（前連結会計年度は86百万円の当期純損失）となりました。 

(略) 

  

  

【訂正箇所】５ページ 

①資産、負債および純資産の状況 

(訂正前) 

当連結会計年度末の総資産は6,337百万円となり、前連結会計年度末の5,865百万円に比べ472百万円

の増加となりました。主な要因として、美容・健康関連事業において安定的な利益が確保されたため

に、現金及び預金が1,796百万円（前連結会計年度末比958百万円の増加）となったためです。 

当連結会計年度末の負債は、5,329百万円となり、前連結会計年度末の5,442百万円に比べ112百万円

の減少となりました。主な要因として、美容・健康関連事業において安定的な利益が確保されたため

に、短期借入金740百万(前連結会計年度末比595百万円の減少)、１年内返済予定の長期借入金663百万

円(前連結会計年度末比442百万円の減少）となった一方で、支払手形及び買掛金511百万円（前連結会

計年度末比266百万円の増加）、未払金489百万円（前連結会計年度末比291百万円の増加）、未払法人

税等が390百万円(前連結会計年度末比324百万円の増加）となったためです。 

純資産は、当期純利益の計上等により1,007百万円（前連結会計年度末比584百万円の増加）となりま

した。 

(訂正後) 

当連結会計年度末の総資産は6,337百万円となり、前連結会計年度末の5,865百万円に比べ472百万円

の増加となりました。主な要因として、美容・健康関連事業において安定的な利益が確保されたため

に、現金及び預金が1,796百万円（前連結会計年度末比958百万円の増加）となったためです。 

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
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当連結会計年度末の負債は、5,559百万円となり、前連結会計年度末の5,671百万円に比べ112百万円

の減少となりました。主な要因として、美容・健康関連事業において安定的な利益が確保されたため

に、短期借入金740百万(前連結会計年度末比595百万円の減少)、１年内返済予定の長期借入金663百万

円(前連結会計年度末比442百万円の減少）となった一方で、支払手形及び買掛金511百万円（前連結会

計年度末比266百万円の増加）、未払金489百万円（前連結会計年度末比291百万円の増加）、未払法人

税等が620百万円(前連結会計年度末比324百万円の増加）となったためです。 

純資産は、当期純利益の計上等により777百万円（前連結会計年度末比584百万円の増加）となりまし

た。 

②キャッシュ・フローの状況 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移  

(訂正前) 

 
(略) 

(訂正後) 

 
(略) 

  

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 10.1％ 3.6％ 7.2% 14.9％

時価ベースの自己資本比率 220.7％ 23.0％ 12.1% 133.0％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

986.1％ ─ 37,114.3% 156.0％

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

31.0倍 ─ 0.2倍 34.0倍

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 10.1％ 3.6％ 3.3% 11.3％

時価ベースの自己資本比率 220.7％ 23.0％ 12.1% 133.0％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

986.1％ ─ 37,114.3% 156.0％

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

31.0倍 ─ 0.2倍 34.0倍
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【訂正箇所】17～18ページ 

(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 ※２ 837,619 ※２ 1,796,498

受取手形及び売掛金 ※４ 607,607 ※６ 799,668

商品及び製品 716,061 746,488

仕掛品 13,818 11,635

原材料及び貯蔵品 335,446 253,389

繰延税金資産 75,763 114,023

未収還付法人税等 667,487 102

その他 129,998 103,371

貸倒引当金 △5,345 △5,339

流動資産合計 3,378,456 3,819,838

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２ 147,483 ※２ 176,076

機械装置及び運搬具（純額） ※２ 167,099 ※２ 332,967

土地 ※２ 907,724 ※２ 907,724

その他（純額） 48,803 43,609

有形固定資産合計 ※１ 1,271,111 ※１ 1,460,377

無形固定資産

のれん 973,512 813,908

その他 12,028 12,929

無形固定資産合計 985,541 826,837

投資その他の資産

投資有価証券 24,356 20,908

繰延税金資産 420 1,789

その他 215,827 216,809

貸倒引当金 △10,543 △9,311

投資その他の資産合計 230,060 230,196

固定資産合計 2,486,713 2,517,411

資産合計 5,865,170 6,337,250
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（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 244,797 511,317

未払金 197,893 489,076

短期借入金 ※２, ※５ 1,335,958 ※５ 740,298

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 1,106,094 ※２ 663,232

未払法人税等 65,416 390,399

賞与引当金 63,462 78,033

返品調整引当金 12,156 39,851

その他 162,548 166,229

流動負債合計 3,188,326 3,078,438

固定負債

長期借入金 ※２ 1,912,889 ※２ 1,905,603

役員退職慰労引当金 23,311 18,954

退職給付引当金 282,894 269,866

繰延税金負債 34,630 56,907

固定負債合計 2,253,725 2,251,331

負債合計 5,442,052 5,329,769

純資産の部

株主資本

資本金 111,272 112,232

資本剰余金 118,326 118,326

利益剰余金 191,940 713,864

株主資本合計 421,539 944,422

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,052 △1,368

繰延ヘッジ損益 △473 －

評価・換算差額等合計 1,578 △1,368

少数株主持分 － 64,425

純資産合計 423,118 1,007,480

負債純資産合計 5,865,170 6,337,250
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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 ※２ 837,619 ※２ 1,796,498

受取手形及び売掛金 ※４ 607,607 ※６ 799,668

商品及び製品 716,061 746,488

仕掛品 13,818 11,635

原材料及び貯蔵品 335,446 253,389

繰延税金資産 75,763 114,023

未収還付法人税等 667,487 102

その他 129,998 103,371

貸倒引当金 △5,345 △5,339

流動資産合計 3,378,456 3,819,838

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２ 147,483 ※２ 176,076

機械装置及び運搬具（純額） ※２ 167,099 ※２ 332,967

土地 ※２ 907,724 ※２ 907,724

その他（純額） 48,803 43,609

有形固定資産合計 ※１ 1,271,111 ※１ 1,460,377

無形固定資産

のれん 973,512 813,908

その他 12,028 12,929

無形固定資産合計 985,541 826,837

投資その他の資産

投資有価証券 24,356 20,908

繰延税金資産 420 1,789

その他 215,827 216,809

貸倒引当金 △10,543 △9,311

投資その他の資産合計 230,060 230,196

固定資産合計 2,486,713 2,517,411

資産合計 5,865,170 6,337,250
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（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 244,797 511,317

未払金 197,893 489,076

短期借入金 ※２, ※５ 1,335,958 ※５ 740,298

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 1,106,094 ※２ 663,232

未払法人税等 295,027 620,010

賞与引当金 63,462 78,033

返品調整引当金 12,156 39,851

その他 162,548 166,229

流動負債合計 3,417,937 3,308,048

固定負債

長期借入金 ※２ 1,912,889 ※２ 1,905,603

役員退職慰労引当金 23,311 18,954

退職給付引当金 282,894 269,866

繰延税金負債 34,630 56,907

固定負債合計 2,253,725 2,251,331

負債合計 5,671,662 5,559,380

純資産の部

株主資本

資本金 111,272 112,232

資本剰余金 118,326 118,326

利益剰余金 △37,669 484,253

株主資本合計 191,929 714,812

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,052 △1,368

繰延ヘッジ損益 △473 －

評価・換算差額等合計 1,578 △1,368

少数株主持分 － 64,425

純資産合計 193,507 777,869

負債純資産合計 5,865,170 6,337,250
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【訂正箇所】19～20ページ 

(訂正前) 

 
  

(2)【連結損益計算書】

(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 6,993,444 9,667,826

売上原価 3,618,797 4,346,443

売上総利益 3,374,646 5,321,382

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,134,039 2,149,655

賞与引当金繰入額 17,393 48,548

給料手当及び賞与 390,659 354,352

支払手数料 320,715 119,192

その他 1,151,698 1,639,917

販売費及び一般管理費合計 3,014,506 4,311,666

営業利益 360,140 1,009,715

営業外収益

受取利息及び配当金 8,604 532

受取賃貸料 7,032 2,432

保険解約返戻金 7,390 －

受取補償金 5,714 2,399

還付加算金 － 2,783

補助金収入 － 6,680

その他 11,749 12,146

営業外収益合計 40,491 26,975

営業外費用

支払利息 76,283 62,232

貸与資産減価償却費 3,827 365

その他 5,351 3,677

営業外費用合計 85,462 66,274

経常利益 315,169 970,415

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,064 1,160

賞与引当金戻入額 － 1,152

固定資産売却益 ※1 20,218 ※1 2,082

子会社株式売却益 38,791 －

投資有価証券売却益 1,288 －

持分変動利益 93,000

その他 390 204

特別利益合計 62,754 97,600
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(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)

特別損失

減損損失 － ※3 1,449

子会社整理損 4,443 －

投資有価証券売却損 2,124 －

固定資産除却損 ※2 10,456 ※2 1,874

子会社株式売却損 24,038 －

投資有価証券評価損 18,196 27

その他 2,175 5,000

特別損失合計 61,434 8,351

税金等調整前当期純利益 316,489 1,059,664

法人税、住民税及び事業税 191,205 534,668

法人税等調整額 △17,491 △17,691

法人税等合計 173,714 516,977

当期純利益 142,775 542,687
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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)

売上高 6,993,444 9,667,826

売上原価 3,618,797 4,346,443

売上総利益 3,374,646 5,321,382

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,134,039 2,149,655

賞与引当金繰入額 17,393 48,548

給料手当及び賞与 390,659 354,352

支払手数料 320,715 119,192

その他 1,151,698 1,639,917

販売費及び一般管理費合計 3,014,506 4,311,666

営業利益 360,140 1,009,715

営業外収益

受取利息及び配当金 8,604 532

受取賃貸料 7,032 2,432

保険解約返戻金 7,390 －

受取補償金 5,714 2,399

還付加算金 － 2,783

補助金収入 － 6,680

その他 11,749 12,146

営業外収益合計 40,491 26,975

営業外費用

支払利息 76,283 62,232

貸与資産減価償却費 3,827 365

その他 5,351 3,677

営業外費用合計 85,462 66,274

経常利益 315,169 970,415

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,064 1,160

賞与引当金戻入額 － 1,152

固定資産売却益 ※1 20,218 ※1 2,082

子会社株式売却益 38,791 －

投資有価証券売却益 1,288 －

持分変動利益 － 93,000

その他 390 204

特別利益合計 62,754 97,600
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(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)

特別損失

減損損失 － ※3 1,449

子会社整理損 4,443 －

投資有価証券売却損 2,124 －

固定資産除却損 ※2 10,456 ※2 1,874

子会社株式売却損 24,038 －

投資有価証券評価損 18,196 27

その他 2,175 5,000

特別損失合計 61,434 8,351

税金等調整前当期純利益 316,489 1,059,664

法人税、住民税及び事業税 420,816 534,668

法人税等調整額 △17,491 △17,691

法人税等合計 403,324 516,977

当期純利益又は当期純損失（△） △86,835 542,687
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【訂正箇所】21～22ページ 

(訂正前) 

 
  

(3)【連結株主資本変動計算書】

(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 102,152 111,272

当期変動額

新株の発行 9,120 960

当期変動額合計 9,120 960

当期末残高 111,272 112,232

資本剰余金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

利益剰余金

前期末残高 49,165 191,940

当期変動額

剰余金の配当 － △20,764

当期純利益 142,775 542,687

当期変動額合計 142,775 521,923

当期末残高 191,940 713,864

株主資本合計

前期末残高 269,644 421,539

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 △20,764

当期純利益 142,775 542,687

当期変動額合計 151,895 522,883

当期末残高 421,539 944,422

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △15,796 2,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,848 △3,420

当期変動額合計 17,848 △3,420

当期末残高 2,052 △1,368

繰延ヘッジ損益

前期末残高 － △473

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473 473

当期変動額合計 △473 473

当期末残高 △473 －
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(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)

為替換算調整勘定

前期末残高 △1,107 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,107 －

当期変動額合計 1,107 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △16,903 1,578

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,481 △2,946

当期変動額合計 18,481 △2,947

当期末残高 1,578 △1,368

少数株主持分

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 64,425

当期変動額合計 － 64,425

当期末残高 － 64,425

純資産合計

前期末残高 252,741 423,118

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △20,764

当期純利益 142,775 542,687

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,481 61,479

当期変動額合計 170,376 584,362

当期末残高 423,118 1,007,480
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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 102,152 111,272

当期変動額

新株の発行 9,120 960

当期変動額合計 9,120 960

当期末残高 111,272 112,232

資本剰余金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

利益剰余金

前期末残高 49,165 △37,669

当期変動額

剰余金の配当 － △20,764

当期純利益又は当期純損失（△） △86,835 542,687

当期変動額合計 △86,835 521,923

当期末残高 △37,669 484,253

株主資本合計

前期末残高 269,644 191,929

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △20,764

当期純利益又は当期純損失（△） △86,835 542,687

当期変動額合計 △77,715 522,883

当期末残高 191,929 714,812

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △15,796 2,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,848 △3,420

当期変動額合計 17,848 △3,420

当期末残高 2,052 △1,368

繰延ヘッジ損益

前期末残高 － △473

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473 473

当期変動額合計 △473 473

当期末残高 △473 －
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(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)

為替換算調整勘定

前期末残高 △1,107 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,107 －

当期変動額合計 1,107 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △16,903 1,578

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,481 △2,946

当期変動額合計 18,481 △2,947

当期末残高 1,578 △1,368

少数株主持分

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 64,425

当期変動額合計 － 64,425

当期末残高 － 64,425

純資産合計

前期末残高 252,741 193,507

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △20,764

当期純利益又は当期純損失（△） △86,835 542,687

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,481 61,479

当期変動額合計 △59,233 584,362

当期末残高 193,507 777,869
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【訂正箇所】43ページ 

(訂正前) 

 
(訂正後) 

 
  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(税効果会計関係)

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)

 

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                   40.7%

連結仕訳によるもの 3.0%

評価性引当金の増減 6.6%

連結会社及び連結子会社の欠損に
よる税負担のないもの

8.2%

減損資産の容認による税負担のな
いもの

△7.0%

連結子会社との実効税率差額 2.5%

その他 0.9%

税効果会計適用後の法人税負担率 54.9%

  

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                40.7%

連結仕訳によるもの 15.2%

評価性引当金の増減 1.4%

連結会社及び連結子会社の欠損に
よる税負担のないもの

△6.2%

連結子会社との実効税率差額 1.2%

留保金課税 9.1%

受取配当金 △12.3%

その他 △0.2%

税効果会計適用後の法人税負担率 48.8%

 

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)

 

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                   40.7%

連結仕訳によるもの 3.0%

評価性引当金の増減 6.6%

連結会社及び連結子会社の欠損に
よる税負担のないもの

8.2%

減損資産の容認による税負担のな
いもの

△7.0%

連結子会社との実効税率差額 2.5%

留保金課税 72.5%

その他 0.9%

税効果会計適用後の法人税負担率 127.4%

 
 

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                40.7%

連結仕訳によるもの 15.2%

評価性引当金の増減 1.4%

連結会社及び連結子会社の欠損に
よる税負担のないもの

△6.2%

連結子会社との実効税率差額 1.2%

留保金課税 9.1%

受取配当金 △12.3%

その他 △0.2%

税効果会計適用後の法人税負担率 48.8%
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【訂正箇所】48ページ 

(訂正前) 

 

 
  

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 1,383円64銭 3,077円85銭

１株当たり当期純利益 473円00銭 1,771円75銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

            472円19銭 1,770円79銭

 （注）算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度末

（平成21年３月31日現在)
当連結会計年度末 

（平成22年３月31日現在)

連結貸借対照表の純資産の部 
の合計額（千円）

423,118 1,007,480

普通株式に係る純資産額 
（千円）

423,118 943,054

差額の主な内訳（千円）
─ 64,425

少数株主持分

普通株式の発行済株式数 
（株)

305,800 306,400

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の数
（株）

305,800 306,400

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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(千円)

142,775 542,687

普通株式に係る当期純利益
(千円)

142,775 542,687

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

─ ─

普通株式の期中平均株式数 
(株)

301,849 306,299

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳
（株）

  新株予約権 518 166

普通株式増加数（株） 518 166

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
期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要

─ ─
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  (訂正後) 

 

 
  

 
   

   

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)

１株当たり純資産額 632円79銭 2,328円47銭

１株当たり当期純利益又は当
期純損失(△)

△287円68銭 1,771円75銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

            ―銭 1,770円79銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
については、潜在株式は存在する 
ものの１株当たり当期純損失であるた
め記載しておりません。

 （注）算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度末

（平成21年３月31日現在)
当連結会計年度末 

（平成22年３月31日現在)

連結貸借対照表の純資産の部 
の合計額（千円）

193,507 777,869

普通株式に係る純資産額 
（千円）

193,507 713,444

差額の主な内訳（千円）
─ 64,425

少数株主持分

普通株式の発行済株式数 
（株)

305,800 306,400

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の数
（株）

305,800 306,400

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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(千円)

△86,835 542,687

普通株式に係る当期純利益又
は当期純損失(△)(千円)

△86,835 542,687

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

─ ─

普通株式の期中平均株式数 
(株)

301,849 306,299

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳
（株）

  新株予約権 518 166

普通株式増加数（株） 518 166

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
期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要

─ ─
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【訂正箇所】50～51ページ 

(訂正前) 

 
  

5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(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 147,549 201,179

前払費用 5,310 5,740

未収入金 330 －

関係会社未収入金 － 69,998

未収還付法人税等 626,691 102

その他 83 9,291

流動資産合計 779,966 286,311

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 1,495 1,157

工具、器具及び備品（純額） 1,764 3,274

有形固定資産合計 ※1 3,259 ※1 4,431

無形固定資産

ソフトウエア 582 404

無形固定資産合計 582 404

投資その他の資産

投資有価証券 18,981 15,561

関係会社株式 ※2 2,314,044 ※2 2,314,044

出資金 10 10

敷金及び保証金 50 50

その他 45 －

投資その他の資産合計 2,333,131 2,329,665

固定資産合計 2,336,973 2,334,502

資産合計 3,116,940 2,620,813

負債の部

流動負債

短期借入金 200,000 300,000

関係会社短期借入金 ※3 650,000 ※3 710,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2 782,150 ※2 210,800

未払金 7,421 12,757

未払費用 9,949 5,105

未払法人税等 265 41,694

未払事業所税 106 －

未払消費税等 13,034 －

預り金 2,414 1,660

その他 － 82

流動負債合計 1,665,342 1,282,101
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(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)

固定負債

長期借入金 ※2 897,000 ※2 686,200

固定負債合計 897,000 686,200

負債合計 2,562,342 1,968,301

純資産の部

株主資本

資本金 111,272 112,232

資本剰余金

資本準備金 118,326 118,326

資本剰余金合計 118,326 118,326

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 322,947 423,321

利益剰余金合計 322,947 423,321

株主資本合計 552,545 653,880

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,052 △1,368

評価・換算差額等合計 2,052 △1,368

純資産合計 554,597 652,512

負債純資産合計 3,116,940 2,620,813
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(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 147,549 201,179

前払費用 5,310 5,740

未収入金 330 －

関係会社未収入金 － 69,998

未収還付法人税等 626,691 102

その他 83 9,291

流動資産合計 779,966 286,311

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 1,495 1,157

工具、器具及び備品（純額） 1,764 3,274

有形固定資産合計 ※1 3,259 ※1 4,431

無形固定資産

ソフトウエア 582 404

無形固定資産合計 582 404

投資その他の資産

投資有価証券 18,981 15,561

関係会社株式 ※2 2,314,044 ※2 2,314,044

出資金 10 10

敷金及び保証金 50 50

その他 45 －

投資その他の資産合計 2,333,131 2,329,665

固定資産合計 2,336,973 2,334,502

資産合計 3,116,940 2,620,813

負債の部

流動負債

短期借入金 200,000 300,000

関係会社短期借入金 ※3 650,000 ※3 710,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2 782,150 ※2 210,800

未払金 7,421 12,757

未払費用 9,949 5,105

未払法人税等 229,876 271,305

未払事業所税 106 －

未払消費税等 13,034 －

預り金 2,414 1,660

その他 － 82

流動負債合計 1,894,953 1,511,712
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(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)

固定負債

長期借入金 ※2 897,000 ※2 686,200

固定負債合計 897,000 686,200

負債合計 2,791,953 2,197,912

純資産の部

株主資本

資本金 111,272 112,232

資本剰余金

資本準備金 118,326 118,326

資本剰余金合計 118,326 118,326

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 93,336 193,711

利益剰余金合計 93,336 193,711

株主資本合計 322,935 424,269

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,052 △1,368

評価・換算差額等合計 2,052 △1,368

純資産合計 324,987 422,901

負債純資産合計 3,116,940 2,620,813
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【訂正箇所】52ページ 

(訂正前) 

(2)【損益計算書】

(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)

営業収入

経営指導料 ※1 403,557 ※1 64,980

受取配当金 ※1 530,103 ※1 347,198

営業収益合計 933,660 412,178

売上総利益 933,660 412,178

営業費用 ※2 275,874 ※2 221,352

営業利益 657,785 190,825

営業外収益

受取利息 ※1 3,819 36

受取賃貸料 645 ※1 1,068

保険解約返戻金 7,390 －

還付加算金 － 1,699

その他 510 117

営業外収益合計 12,365 2,922

営業外費用

支払利息 ※1 62,305 ※1 36,173

貸与資産減価償却費 481 365

その他 1,354 534

営業外費用合計 64,142 37,073

経常利益 606,008 156,674

特別利益

子会社株式売却益 30,120 －

商標権売却益 － 55,566

特別利益合計 30,120 55,566

特別損失

投資有価証券評価損 18,196 －

固定資産除却損 ※3 5,216 －

子会社整理損 93,457 －

子会社株式売却損 5,955 －

特別損失合計 122,825 －

税引前当期純利益 513,304 212,241

法人税、住民税及び事業税 265 96,547

法人税等調整額 40,689 －

法人税等合計 40,955 96,547

当期純利益 472,348 115,694
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(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)

営業収入

経営指導料 ※1 403,557 ※1 64,980

受取配当金 ※1 530,103 ※1 347,198

営業収益合計 933,660 412,178

売上総利益 933,660 412,178

営業費用 ※2 275,874 ※2 221,352

営業利益 657,785 190,825

営業外収益

受取利息 ※1 3,819 36

受取賃貸料 645 ※1 1,068

保険解約返戻金 7,390 －

還付加算金 － 1,699

その他 510 117

営業外収益合計 12,365 2,922

営業外費用

支払利息 ※1 62,305 ※1 36,173

貸与資産減価償却費 481 365

その他 1,354 534

営業外費用合計 64,142 37,073

経常利益 606,008 156,674

特別利益

子会社株式売却益 30,120 －

商標権売却益 － 55,566

特別利益合計 30,120 55,566

特別損失

投資有価証券評価損 18,196 －

固定資産除却損 ※3 5,216 －

子会社整理損 93,457 －

子会社株式売却損 5,955 －

特別損失合計 122,825 －

税引前当期純利益 513,304 212,241

法人税、住民税及び事業税 229,876 96,547

法人税等調整額 40,689 －

法人税等合計 270,566 96,547

当期純利益 242,737 115,694

26



【訂正箇所】53～54ページ 

(訂正前) 

 
  

(3)【株主資本等変動計算書】

(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 102,152 111,272

当期変動額

新株の発行 9,120 960

当期変動額合計 9,120 960

当期末残高 111,272 112,232

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

資本剰余金合計

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

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 △149,401 322,947

当期変動額

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 472,348 115,694

当期変動額合計 472,348 100,374

当期末残高 322,947 423,321

利益剰余金合計

前期末残高 △149,401 322,947

当期変動額

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 472,348 115,694

当期変動額合計 472,348 100,374

当期末残高 322,947 423,321

株主資本合計

前期末残高 71,077 552,545

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 472,348 115,694
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(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)

当期変動額合計 481,468 101,334

当期末残高 552,545 653,880

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △6,226 2,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,278 △3,420

当期変動額合計 8,278 △3,420

当期末残高 2,052 △1,368

評価・換算差額等合計

前期末残高 △6,226 2,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,278 △3,420

当期変動額合計 8,278 △3,420

当期末残高 2,052 △1,368

純資産合計

前期末残高 64,851 554,597

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 472,348 115,694

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,278 △3,420

当期変動額合計 489,746 97,914

当期末残高 554,597 652,512
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(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 102,152 111,272

当期変動額

新株の発行 9,120 960

当期変動額合計 9,120 960

当期末残高 111,272 112,232

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

資本剰余金合計

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

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 △149,401 93,336

当期変動額

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 242,737 115,694

当期変動額合計 242,737 100,374

当期末残高 93,336 193,711

利益剰余金合計

前期末残高 △149,401 93,336

当期変動額

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 242,737 115,694

当期変動額合計 242,737 100,374

当期末残高 93,336 193,711

株主資本合計

前期末残高 71,077 322,935

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 242,737 115,694
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(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)

当期変動額合計 251,857 101,334

当期末残高 322,935 424,269

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △6,226 2,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,278 △3,420

当期変動額合計 8,278 △3,420

当期末残高 2,052 △1,368

評価・換算差額等合計

前期末残高 △6,226 2,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,278 △3,420

当期変動額合計 8,278 △3,420

当期末残高 2,052 △1,368

純資産合計

前期末残高 64,851 324,987

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 242,737 115,694

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,278 △3,420

当期変動額合計 260,135 97,914

当期末残高 324,987 422,901
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【訂正箇所】60ページ 

(訂正前) 

 
  

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(税効果会計関係)

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)

 

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

繰延税金資産

  税務上の繰越欠損金 255,898千円

  投資有価証券評価損 7,403千円

  その他有価証券評価差額金 834千円

  その他 43千円

 繰延税金資産小計 264,181千円

 評価性引当金 △264,181千円

 繰延税金資産合計 ─千円

 

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

繰延税金資産

 税務上の繰越欠損金 298,251千円

 投資有価証券評価損 7,403千円

 その他有価証券評価差額金 556千円

 減価償却超過額 173千円

 その他 151千円

繰延税金資産小計 306,537千円

評価性引当金 △306,537千円

繰延税金資産合計 ─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

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率             40.7%

  

連結子会社の受取配当金益金不算
入額

△38.0%

評価性引当金の増減 7.9%

欠損による税負担のないもの △2.7%

その他 0.1%

税効果会計適用後の法人税負担率 8.0%

 
 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率               40.7%

  

連結子会社の受取配当金益金不算
入額

△61.0%

評価性引当金の増減 20.4%

留保金課税 45.4%

その他 0.2%

税効果会計適用後の法人税負担率 45.5%
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(訂正後) 

 
  

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)

 

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

繰延税金資産

  関係会社株式評価損 1,048,648千円

   税務上の繰越欠損金 255,898千円

  投資有価証券評価損 7,403千円

  その他有価証券評価差額金 834千円

  その他 43千円

 繰延税金資産小計 1,312,829千円

 評価性引当金 △1,312,829千円

 繰延税金資産合計 ─千円

 

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

繰延税金資産

 関係会社株式評価損 1,048,648千円

 税務上の繰越欠損金 298,251千円

 投資有価証券評価損 7,403千円

 その他有価証券評価差額金 556千円

 減価償却超過額 173千円

 その他 151千円

繰延税金資産小計 1,355,185千円

評価性引当金 △1,355,185千円

繰延税金資産合計 ─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

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率             40.7%

  

連結子会社の受取配当金益金不算
入額

△243.4%

評価性引当金の増減 212.2%

欠損による税負担のないもの △2.7%

留保金課税 44.7%

その他 1.2%

税効果会計適用後の法人税負担率 52.7%

 

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率               40.7%

  

連結子会社の受取配当金益金不算
入額

△61.0%

評価性引当金の増減 20.4%

留保金課税 45.4%

その他 0.2%

税効果会計適用後の法人税負担率 45.5%
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【訂正箇所】61ページ 

(訂正前) 

 

 
  

 
  

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり純資産額 1,813円60銭 2,129円61銭

１株当たり当期純利益 1,564円85銭 377円71銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

1,562円17銭 377円51銭

 （注）算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項目
前事業年度末

（平成21年３月31日)
当事業年度末

（平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合
計額（千円）

554,597 652,512

普通株式に係る純資産額（千
円）

554,597 652,512

普通株式の発行済株式数（株) 305,800 306,400

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 の 数
（株）

305,800 306,400

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

項目
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)

損益計算書上の当期純利益(千
円)

472,348 115,694

普通株式に係る当期純利益(千
円)

472,348 115,694

普通株主に帰属しない金額(千
円)

─ ─

普通株式の期中平均株式数
(株)

301,849 306,299

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳
（株）

  新株予約権 518 166

普通株式増加数（株） 518 166

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
期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要

─ ─
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(訂正後) 

 

 
  

 
  

項目
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)

１株当たり純資産額 1,062円74銭 1,380円23銭

１株当たり当期純利益 804円17銭 377円71銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

802円79銭 377円51銭

 （注）算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項目
前事業年度末

（平成21年３月31日)
当事業年度末

（平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合
計額（千円）

324,987 422,901

普通株式に係る純資産額（千
円）

324,987 422,901

普通株式の発行済株式数（株) 305,800 306,400

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 の 数
（株）

305,800 306,400

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

項目
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)

損益計算書上の当期純利益(千
円)

242,737 115,694

普通株式に係る当期純利益(千
円)

242,737 115,694

普通株主に帰属しない金額(千
円)

─ ─

普通株式の期中平均株式数
(株)

301,849 306,299

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳
（株）

  新株予約権 518 166

普通株式増加数（株） 518 166

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
期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要

─ ─
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