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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成22年６月29日に提出しました第51期（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）有価証券報告書におきまし

て、その記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を

提出するものであります。 

 なお、連結財務諸表及び財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所につきましてはＸＢＲＬの修正もいたしましたので、

併せて修正後のＸＢＲＬ形式のデータ一式(表示情報ファイルを含む)を提出いたします。 

 訂正後の連結財務諸表等及び財務諸表等につきましては、有限責任監査法人トーマツにより、再度監査を受けてお

り、その監査報告書を添付しております。 

 

２【訂正事項】 

第一部企業情報 

第１ 企業の概況 

      １ 主要な経営指標等の推移 

(1） 連結経営指標等 

(2） 提出会社の経営指標等 

    第２ 事業の状況 

      １ 業績等の概要 

(1） 業績 

      ７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

(2） 当連結会計年度の経営成績の分析 

(5） 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

    第５ 経理の状況 

      １ 連結財務諸表等 

(1） 連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

② 連結損益計算書 

③ 連結株主資本等変動計算書 

 注記事項 

  （税効果会計関係） 

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 

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 

             （１株当たり情報） 

      ２ 財務諸表等 

(1） 財務諸表 

① 貸借対照表 

② 損益計算書 

③ 株主資本等変動計算書 

 注記事項 

  （税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳 

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 

             （１株当たり情報） 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は を付して表示しております。 
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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 
 （訂正前） 

(1）連結経営指標等 

回次 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高       （千円） 17,125,023 18,031,680 17,623,383 15,577,739 15,390,184 

経常利益又は経常損失（△）

（千円） 
1,904,789 1,053,831 △1,022,112 △1,858,111 814,100 

当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
1,074,003 332,425 △1,294,456 △6,091,223 597,012 

純資産額     （千円） 36,081,451 36,135,654 33,968,927 27,418,793 27,763,480 

総資産額     （千円） 42,657,638 42,859,277 39,794,404 33,076,083 33,406,721 

１株当たり純資産額 （円） 2,165.96 2,152.41 2,059.88 1,648.77 1,669.55 

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△）       (円) 

64.48 19.95 △77.83 △360.62 35.90 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
64.38 19.95 － － － 

自己資本比率    （％） 84.6 83.7 84.9 82.9 83.1 

自己資本利益率   （％） 3.0 0.9 △3.7 △19.9 2.2 

株価収益率     （倍） 31.17 70.28 － － 18.97 

営業活動によるキャッシュ・

フロー      （千円） 
2,635,565 472,704 △62,981 2,166,524 2,715,336 

投資活動によるキャッシュ・

フロー      （千円） 
△2,530,205 △2,354,907 △2,862,900 △1,192,463 △691,880 

財務活動によるキャッシュ・

フロー      （千円） 
△968,685 △539,840 △632,714 △745,695 △372,660 

現金及び現金同等物の期末残

高        （千円） 
11,067,813 8,645,770 5,087,174 5,315,540 6,966,335 

従業員数      （人） 

［外、平均臨時雇用者数］ 

543 

[234]

596 

[216]

608 

[205]

540 

[172] 

520 

[172]

～注略～ 
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(2）提出会社の経営指標等 

回次 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高      （千円） 16,527,701 17,367,516 16,828,031 14,791,386 14,188,048 

経常利益又は経常損失（△）

（千円） 
1,886,298 1,359,328 △696,313 △1,525,592 781,610 

当期純利益又は当期純損失

（△）    （千円） 
1,117,510 600,517 △1,501,982 △5,545,024 545,162 

資本金      （千円） 9,903,870 9,903,870 9,903,870 9,903,870 9,903,870 

発行済株式総数   （株） 17,307,750 17,307,750 17,307,750 17,307,750 17,307,750 

純資産額     （千円） 36,207,973 36,249,755 33,950,395 28,153,431 28,445,604 

総資産額     （千円） 41,453,560 41,807,552 38,731,191 32,420,922 32,962,496 

１株当たり純資産額 （円） 2,173.55 2,175.96 2,071.10 1,692.95 1,710.57 

１株当たり配当額  （円） 

（うち１株当たり中間配当額）

20.00 

(－)

20.00 

(－)

20.00 

(－)

16.00 

(－) 

20.00 

(－)

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△）       (円) 

67.09 36.05 △90.31 △328.29 32.78 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
66.99 36.03 － － － 

自己資本比率    （％） 87.3 86.7 87.7 86.8 86.3 

自己資本利益率   （％） 3.1 1.7 △4.3 △17.9 1.9 

株価収益率     （倍） 29.96 38.89 － － 20.77 

配当性向      （％） 29.8 55.5 － － 61.0 

従業員数      （人） 

［外、平均臨時雇用者数］ 

454 

[164]

478 

[146]

487 

[141]

429 

[121] 

432 

[133]

～注略～ 
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（訂正後） 

 (1）連結経営指標等 

回次 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高       （千円） 17,125,023 18,031,680 17,623,383 15,577,739 15,390,184 

経常利益又は経常損失（△）

（千円） 
1,904,789 1,053,831 △1,022,112 △1,858,111 814,100 

当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
1,074,003 332,425 △1,294,456 △6,120,251 597,012 

純資産額     （千円） 35,580,982 35,635,185 33,468,459 26,889,296 27,233,983 

総資産額     （千円） 42,657,638 42,859,277 39,794,404 33,076,083 33,406,721 

１株当たり純資産額 （円） 2,135.91 2,122.37 2,029.35 1,616.93 1,637.71 

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△）       (円) 

64.48 19.95 △77.83 △362.34 35.90 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
64.38 19.95 － － － 

自己資本比率    （％） 83.4 82.5 83.6 81.3 81.5 

自己資本利益率   （％） 3.1 0.9 △3.8 △20.3 2.2 

株価収益率     （倍） 31.17 70.28 － － 18.97 

営業活動によるキャッシュ・

フロー      （千円） 
2,635,565 472,704 △62,981 2,166,524 2,715,336 

投資活動によるキャッシュ・

フロー      （千円） 
△2,530,205 △2,354,907 △2,862,900 △1,192,463 △691,880 

財務活動によるキャッシュ・

フロー      （千円） 
△968,685 △539,840 △632,714 △745,695 △372,660 

現金及び現金同等物の期末残

高        （千円） 
11,067,813 8,645,770 5,087,174 5,315,540 6,966,335 

従業員数      （人） 

［外、平均臨時雇用者数］ 

543 

[234]

596 

[216]

608 

[205]

540 

[172] 

520 

[172]

～注略～ 
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 (2）提出会社の経営指標等 

回次 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高      （千円） 16,527,701 17,367,516 16,828,031 14,791,386 14,188,048 

経常利益又は経常損失（△）

（千円） 
1,886,298 1,359,328 △696,313 △1,525,592 781,610 

当期純利益又は当期純損失

（△）    （千円） 
1,117,510 600,517 △1,501,982 △5,574,052 545,162 

資本金      （千円） 9,903,870 9,903,870 9,903,870 9,903,870 9,903,870 

発行済株式総数   （株） 17,307,750 17,307,750 17,307,750 17,307,750 17,307,750 

純資産額     （千円） 35,707,505 35,749,287 33,449,926 27,623,935 27,916,108 

総資産額     （千円） 41,453,560 41,807,552 38,731,191 32,420,922 32,962,496 

１株当たり純資産額 （円） 2,143.51 2,145.91 2,040.57 1,661.11 1,678.73 

１株当たり配当額  （円） 

（うち１株当たり中間配当額）

20.00 

(－)

20.00 

(－)

20.00 

(－)

16.00 

(－) 

20.00 

(－)

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△）       (円) 

67.09 36.05 △90.31 △330.00 32.78 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
66.99 36.03 － － － 

自己資本比率    （％） 86.1 85.5 86.4 85.2 84.7 

自己資本利益率   （％） 3.2 1.7 △4.3 △18.3 2.0 

株価収益率     （倍） 29.96 38.89 － － 20.77 

配当性向      （％） 29.8 55.5 － － 61.0 

従業員数      （人） 

［外、平均臨時雇用者数］ 

454 

[164]

478 

[146]

487 

[141]

429 

[121] 

432 

[133]

～注略～ 
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第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（訂正前）  

(1）業績 

～前略～ 

また、期末において、使用目的のなくなった固定資産の除却損計上や繰延税金資産の減少による法人税等調整額の計上

はあったものの、当期純利益は5億97百万円となりました（前連結会計年度は60億91百万円の当期純損失、66億88百万円の

改善）。 

  ～後略～ 

 

（訂正後）  

(1）業績 

～前略～ 

また、期末において、使用目的のなくなった固定資産の除却損計上や繰延税金資産の減少による法人税等調整額の計上

はあったものの、当期純利益は5億97百万円となりました（前連結会計年度は61億20百万円の当期純損失、67億17百万円の

改善）。 

   ～後略～ 

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

（訂正前） 

  ～前略～ 

(2）当連結会計年度の経営成績の分析  

 当社グループにおきましては、大きく変化する事業環境に対応し早急な業績回復を実現するためには、出版事業におけ

る更なるコスト削減と、電子事業における事業拡大が最重要課題であります。そのためには、今後更なる構造改革を推進し

収益改善を実現することが必要であると判断し、前連結会計年度末には事業戦略に沿った人員体制の適正化対策を実施

いたしました。 

当社グループにおける当連結会計年度における業績は、売上高は153億90百万円（前連結会計年度比1億87百万円、

1.2％の減少）、営業利益8億8百万円（前連結会計年度は営業損失19億9百万円、27億18百万円の改善）、経常利益8億14

百万円（前連結会計年度は経常損失18億58百万円、26億72百万円の改善）、当期純利益は5億97百万円となりました（前連

結会計年度は60億91百万円の当期純損失、66億88百万円の改善）。 

～中略～ 

経常利益は、8億14百万円（前連結会計年度は18億58百万円の損失）となっております。また、期末に特別損失として、

使用目的のなくなった固定資産の除却損計上を計上したことや、繰延税金資産の減少による法人税等調整額の計上があり

ましたが、当期純利益は5億97百万円となり、前連結会計年度に比べ66億88百万円改善いたしました（前連結会計年度は

60億91百万円の当期純損失）。 

 

（訂正後） 

  ～前略～ 

(2）当連結会計年度の経営成績の分析  

 当社グループにおきましては、大きく変化する事業環境に対応し早急な業績回復を実現するためには、出版事業におけ

る更なるコスト削減と、電子事業における事業拡大が最重要課題であります。そのためには、今後更なる構造改革を推進し

収益改善を実現することが必要であると判断し、前連結会計年度末には事業戦略に沿った人員体制の適正化対策を実施

いたしました。 

当社グループにおける当連結会計年度における業績は、売上高は153億90百万円（前連結会計年度比1億87百万円、

1.2％の減少）、営業利益8億8百万円（前連結会計年度は営業損失19億9百万円、27億18百万円の改善）、経常利益8億14

百万円（前連結会計年度は経常損失18億58百万円、26億72百万円の改善）、当期純利益は5億97百万円となりました（前連

結会計年度は61億20百万円の当期純損失、67億17百万円の改善）。 

～中略～ 

経常利益は、8億14百万円（前連結会計年度は18億58百万円の損失）となっております。また、期末に特別損失として、

使用目的のなくなった固定資産の除却損計上を計上したことや、繰延税金資産の減少による法人税等調整額の計上があり

ましたが、当期純利益は5億97百万円となり、前連結会計年度に比べ67億17百万円改善いたしました（前連結会計年度は

61億20百万円の当期純損失）。 
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（訂正前） 

  ～前略～ 

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析  

当連結会計年度における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況は以下のとおりとなっております。  

 当連結会計年度末における資産合計は334億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億30百万円（1.0％）増加いた

しました。この主な要因は、商品および製品が1億70百万円、仕掛品が1億90万円減少するとともに、減価償却を実施したこ

とによりデータベースが5億26百万円、有形固定資産合計が2億88百万円減少した一方で、現金及び預金が16億49百万円

増加したことであります。負債合計は56億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円（0.2％）減少いたしました。こ

の主な要因は支払手形及び買掛金が1億2百万円、賞与引当金が1億29百万円、退職給付引当金が1億28百万円増加した

一方で、返品調整引当金が1億8万円、固定負債その他が1億63百万円減少したことであります。純資産においては、利益

剰余金が剰余金の配当2億66百万円及び当期純利益5億97百万円により3億30百万円増加いたしました。これにより、純資

産合計は3億44百万円（1.3％）増加し、277億63百万円となりました。 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が7億

51百万円となったことに加え、減価償却費及びその他の償却費が12億9百万円であったとともにたな卸資産の減少額が3億

59百万円となった一方で、無形固定資産の取得が5億33百万円、配当金の支払額が2億65百万円ありましたが、その期末残

高は前連結会計年度末に比べ16億50百万円増加し、69億66百万円となりました。 

  ～後略～ 

 

（訂正後） 

  ～前略～ 

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析  

当連結会計年度における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況は以下のとおりとなっております。  

 当連結会計年度末における資産合計は334億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億30百万円（1.0％）増加いた

しました。この主な要因は、商品および製品が1億70百万円、仕掛品が1億90万円減少するとともに、減価償却を実施したこ

とによりデータベースが5億26百万円、有形固定資産合計が2億88百万円減少した一方で、現金及び預金が16億49百万円

増加したことであります。負債合計は61億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円（0.2％）減少いたしました。こ

の主な要因は支払手形及び買掛金が1億2百万円、賞与引当金が1億29百万円、退職給付引当金が1億28百万円増加した

一方で、返品調整引当金が1億8万円、固定負債その他が1億63百万円減少したことであります。純資産においては、利益

剰余金が剰余金の配当2億66百万円及び当期純利益5億97百万円により3億30百万円増加いたしました。これにより、純資

産合計は3億44百万円（1.3％）増加し、272億33百万円となりました。 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が7億

51百万円となったことに加え、減価償却費及びその他の償却費が12億9百万円であったとともにたな卸資産の減少額が3億

59百万円となった一方で、無形固定資産の取得が5億33百万円、配当金の支払額が2億65百万円ありましたが、その期末残

高は前連結会計年度末に比べ16億50百万円増加し、69億66百万円となりました。 

   ～後略～ 
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第５【経理の状況】 
１【連結財務諸表等】 

（１）【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 4,295,276 5,944,585
    受取手形及び売掛金 4,029,619 3,994,142
    有価証券 1,020,263 1,021,749
    商品及び製品 1,993,664 1,823,288
    仕掛品 613,167 422,959
    原材料及び貯蔵品 7,627 8,399
    繰延税金資産 636,935 506,219
    その他 362,786 167,607
    貸倒引当金 △15,289 △15,479
    流動資産合計 12,944,051 13,873,472
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 8,077,801 8,077,917
        減価償却累計額 △4,514,330 △4,694,935
        建物及び構築物（純額） ※2 3,563,471 ※2 3,382,981
      機械装置及び運搬具 515,077 511,448
        減価償却累計額 △414,147 △432,273
        機械装置及び運搬具（純額） 100,930 79,174
      工具、器具及び備品 1,485,713 1,285,603
        減価償却累計額 △1,237,501 △1,124,072
        工具、器具及び備品（純額） 248,211 161,530
      土地 ※2 6,246,850 ※2 6,246,850
      有形固定資産合計 10,159,463 9,870,537
    無形固定資産     

      データベース 6,548,423 6,021,428
      のれん 534,669 475,261
      その他 481,017 621,045
      無形固定資産合計 7,564,110 7,117,735
    投資その他の資産     

      投資有価証券 1,469,516 1,526,581
      その他 ※1 1,096,032 ※1 1,406,853
      貸倒引当金 △157,090 △388,459
      投資その他の資産合計 2,408,458 2,544,976
    固定資産合計 20,132,032 19,533,249
  資産合計 33,076,083 33,406,721
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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 959,887 1,062,654
    短期借入金 847,000 847,000
    1年内返済予定の長期借入金 ※2 308,120 ※2 259,052
    未払費用 581,496 434,058
    未払法人税等 53,898 61,988
    未払消費税等 27,757 149,542
    賞与引当金 240,686 369,751
    返品調整引当金 838,644 729,897
    受注損失引当金 1,663 －
    その他 348,627 311,984
    流動負債合計 4,207,780 4,225,929
  固定負債     

    長期借入金 ※2 362,839 ※2 305,072
    繰延税金負債 71,215 122,402
    退職給付引当金 568,473 696,971
    役員退職慰労引当金 82,500 91,800
    その他 364,481 201,066
    固定負債合計 1,449,510 1,417,312

  負債合計 5,657,290 5,643,241

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 9,903,870 9,903,870
    資本剰余金 10,708,236 10,708,236
    利益剰余金 7,215,030 7,545,966
    自己株式 △524,201 △524,465
    株主資本合計 27,302,935 27,633,607
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 108,120 121,601
    為替換算調整勘定 7,737 8,271
    評価・換算差額等合計 115,857 129,873
  少数株主持分 － －
  純資産合計 27,418,793 27,763,480

負債純資産合計 33,076,083 33,406,721
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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 4,295,276 5,944,585
    受取手形及び売掛金 4,029,619 3,994,142
    有価証券 1,020,263 1,021,749
    商品及び製品 1,993,664 1,823,288
    仕掛品 613,167 422,959
    原材料及び貯蔵品 7,627 8,399
    繰延税金資産 636,935 506,219
    その他 362,786 167,607
    貸倒引当金 △15,289 △15,479
    流動資産合計 12,944,051 13,873,472
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 8,077,801 8,077,917
        減価償却累計額 △4,514,330 △4,694,935
        建物及び構築物（純額） ※2 3,563,471 ※2 3,382,981
      機械装置及び運搬具 515,077 511,448
        減価償却累計額 △414,147 △432,273
        機械装置及び運搬具（純額） 100,930 79,174
      工具、器具及び備品 1,485,713 1,285,603
        減価償却累計額 △1,237,501 △1,124,072
        工具、器具及び備品（純額） 248,211 161,530
      土地 ※2 6,246,850 ※2 6,246,850
      有形固定資産合計 10,159,463 9,870,537
    無形固定資産     

      データベース 6,548,423 6,021,428
      のれん 534,669 475,261
      その他 481,017 621,045
      無形固定資産合計 7,564,110 7,117,735
    投資その他の資産     

      投資有価証券 1,469,516 1,526,581
      その他 ※1 1,096,032 ※1 1,406,853
      貸倒引当金 △157,090 △388,459
      投資その他の資産合計 2,408,458 2,544,976
    固定資産合計 20,132,032 19,533,249
  資産合計 33,076,083 33,406,721
              

  



－  － 
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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 959,887 1,062,654
    短期借入金 847,000 847,000
    1年内返済予定の長期借入金 ※2 308,120 ※2 259,052
    未払費用 581,496 434,058
    未払法人税等 53,898 61,988
    未払消費税等 27,757 149,542
    賞与引当金 240,686 369,751
    返品調整引当金 838,644 729,897
    受注損失引当金 1,663 －
    その他 348,627 311,984
    流動負債合計 4,207,780 4,225,929
  固定負債     

    長期借入金 ※2 362,839 ※2 305,072
    繰延税金負債 600,712 651,898
    退職給付引当金 568,473 696,971
    役員退職慰労引当金 82,500 91,800
    その他 364,481 201,066
    固定負債合計 1,979,006 1,946,808
  負債合計 6,186,786 6,172,737

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 9,903,870 9,903,870
    資本剰余金 10,708,236 10,708,236
    利益剰余金 6,685,534 7,016,469
    自己株式 △524,201 △524,465
    株主資本合計 26,773,439 27,104,110
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 108,120 121,601
    為替換算調整勘定 7,737 8,271
    評価・換算差額等合計 115,857 129,873
  少数株主持分 － －
  純資産合計 26,889,296 27,233,983

負債純資産合計 33,076,083 33,406,721
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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 15,577,739 15,390,184

売上原価 12,804,350 10,355,710

売上総利益 2,773,389 5,034,474

返品調整引当金戻入額 1,056,698 838,644

返品調整引当金繰入額 838,644 729,897

返品調整引当金繰入差額 △218,054 △108,747

差引売上総利益 2,991,443 5,143,221

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 4,901,002 ※1, ※2 4,334,458

営業利益又は営業損失（△） △1,909,559 808,763

営業外収益     

  受取利息 12,200 5,426
  受取配当金 20,345 20,036
  受取賃貸料 26,109 30,465
  保険配当金 4,753 4,332
  還付消費税等 36,640 －
  その他 23,605 24,058
  営業外収益合計 123,654 84,319

営業外費用     

  支払利息 28,817 23,712
  賃貸収入原価 15,562 51,178
  持分法による投資損失 5,643 628
  その他 22,182 3,461
  営業外費用合計 72,206 78,981

経常利益又は経常損失（△） △1,858,111 814,100

特別利益     

  固定資産売却益 ※3 198 ※3 13,095
  貸倒引当金戻入額 5,627 201
  退職給付引当金戻入額 ※4 270,617 －
  役員退職慰労引当金戻入額 16,200 －
  特別利益合計 292,643 13,297

特別損失     

  固定資産売却損 ※5 7,447 ※5 1,261
  固定資産除却損 ※6 290,946 ※6 60,730
  リース解約損 － 2,493
  減損損失 ※7 4,122,941 －
  投資有価証券売却損 10,000 －
  投資有価証券評価損 47,697 8,300
  会員権売却損 － 363
  会員権評価損 4,080 －
  特別退職金 ※4 200,817 2,334
  特別損失合計 4,683,930 75,483

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

△6,249,398 751,914

法人税、住民税及び事業税 30,410 24,185

法人税等調整額 △188,585 130,715

法人税等合計 △158,175 154,901

当期純利益又は当期純損失（△） △6,091,223 597,012
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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 15,577,739 15,390,184

売上原価 12,804,350 10,355,710

売上総利益 2,773,389 5,034,474

返品調整引当金戻入額 1,056,698 838,644

返品調整引当金繰入額 838,644 729,897

返品調整引当金繰入差額 △218,054 △108,747

差引売上総利益 2,991,443 5,143,221

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 4,901,002 ※1, ※2 4,334,458

営業利益又は営業損失（△） △1,909,559 808,763

営業外収益     

  受取利息 12,200 5,426
  受取配当金 20,345 20,036
  受取賃貸料 26,109 30,465
  保険配当金 4,753 4,332
  還付消費税等 36,640 －
  その他 23,605 24,058
  営業外収益合計 123,654 84,319

営業外費用     

  支払利息 28,817 23,712
  賃貸収入原価 15,562 51,178
  持分法による投資損失 5,643 628
  その他 22,182 3,461
  営業外費用合計 72,206 78,981

経常利益又は経常損失（△） △1,858,111 814,100

特別利益     

  固定資産売却益 ※3 198 ※3 13,095
  貸倒引当金戻入額 5,627 201
  退職給付引当金戻入額 ※4 270,617 －
  役員退職慰労引当金戻入額 16,200 －
  特別利益合計 292,643 13,297

特別損失     

  固定資産売却損 ※5 7,447 ※5 1,261
  固定資産除却損 ※6 290,946 ※6 60,730
  リース解約損 － 2,493
  減損損失 ※7 4,122,941 －
  投資有価証券売却損 10,000 －
  投資有価証券評価損 47,697 8,300
  会員権売却損 － 363
  会員権評価損 4,080 －
  特別退職金 ※4 200,817 2,334
  特別損失合計 4,683,930 75,483

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

△6,249,398 751,914

法人税、住民税及び事業税 30,410 24,185

法人税等調整額 △159,557 130,715

法人税等合計 △129,147 154,901

当期純利益又は当期純損失（△） △6,120,251 597,012
         



－  － 
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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 9,903,870 9,903,870
    当期変動額     

      当期変動額合計 － －
    当期末残高 9,903,870 9,903,870
  資本剰余金     

    前期末残高 10,708,236 10,708,236
    当期変動額     

      当期変動額合計 － －
    当期末残高 10,708,236 10,708,236
  利益剰余金     

    前期末残高 13,820,558 7,215,030
    当期変動額     

      剰余金の配当 △327,849 △266,077
      当期純利益又は当期純損失（△） △6,091,223 597,012
      自己株式の処分 △186,454 －
      当期変動額合計 △6,605,527 330,935
    当期末残高 7,215,030 7,545,966
  自己株式     

    前期末残高 △1,138,142 △524,201
    当期変動額     

      自己株式の取得 △174,369 △264
      自己株式の処分 788,310 －
      当期変動額合計 613,941 △264
    当期末残高 △524,201 △524,465
  株主資本合計     

    前期末残高 33,294,522 27,302,935
    当期変動額     

      剰余金の配当 △327,849 △266,077
      当期純利益又は当期純損失（△） △6,091,223 597,012
      自己株式の取得 △174,369 △264
      自己株式の処分 601,855 －
      当期変動額合計 △5,991,586 330,671
    当期末残高 27,302,935 27,633,607
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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) 

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 459,844 108,120
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△351,723 13,481

      当期変動額合計 △351,723 13,481
    当期末残高 108,120 121,601
  為替換算調整勘定     

    前期末残高 12,116 7,737
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△4,379 534

      当期変動額合計 △4,379 534
    当期末残高 7,737 8,271
  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 471,961 115,857
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△356,103 14,015

      当期変動額合計 △356,103 14,015
    当期末残高 115,857 129,873

少数株主持分     

  前期末残高 202,444 －
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △202,444 －
    当期変動額合計 △202,444 －
  当期末残高 － －

純資産合計     

  前期末残高 33,968,927 27,418,793
  当期変動額     

    剰余金の配当 △327,849 △266,077
    当期純利益又は当期純損失（△） △6,091,223 597,012
    自己株式の取得 △174,369 △264
    自己株式の処分 601,855 －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △558,547 14,015
    当期変動額合計 △6,550,134 344,686
  当期末残高 27,418,793 27,763,480
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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 9,903,870 9,903,870
    当期変動額     

      当期変動額合計 － －
    当期末残高 9,903,870 9,903,870
  資本剰余金     

    前期末残高 10,708,236 10,708,236
    当期変動額     

      当期変動額合計 － －
    当期末残高 10,708,236 10,708,236
  利益剰余金     

    前期末残高 13,320,089 6,685,534
    当期変動額     

      剰余金の配当 △327,849 △266,077
      当期純利益又は当期純損失（△） △6,120,251 597,012
      自己株式の処分 △186,454 －
      当期変動額合計 △6,634,555 330,935
    当期末残高 6,685,534 7,016,469
  自己株式     

    前期末残高 △1,138,142 △524,201
    当期変動額     

      自己株式の取得 △174,369 △264
      自己株式の処分 788,310 －
      当期変動額合計 613,941 △264
    当期末残高 △524,201 △524,465
  株主資本合計     

    前期末残高 32,794,053 26,773,439
    当期変動額     

      剰余金の配当 △327,849 △266,077
      当期純利益又は当期純損失（△） △6,120,251 597,012
      自己株式の取得 △174,369 △264
      自己株式の処分 601,855 －
      当期変動額合計 △6,020,614 330,671
    当期末残高 26,773,439 27,104,110
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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) 

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 459,844 108,120
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△351,723 13,481

      当期変動額合計 △351,723 13,481
    当期末残高 108,120 121,601
  為替換算調整勘定     

    前期末残高 12,116 7,737
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△4,379 534

      当期変動額合計 △4,379 534
    当期末残高 7,737 8,271
  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 471,961 115,857
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△356,103 14,015

      当期変動額合計 △356,103 14,015
    当期末残高 115,857 129,873

少数株主持分     

  前期末残高 202,444 －
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △202,444 －
    当期変動額合計 △202,444 －
  当期末残高 － －

純資産合計     

  前期末残高 33,468,459 26,889,296
  当期変動額     

    剰余金の配当 △327,849 △266,077
    当期純利益又は当期純損失（△） △6,120,251 597,012
    自己株式の取得 △174,369 △264
    自己株式の処分 601,855 －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △558,547 14,015
    当期変動額合計 △6,579,162 344,686
  当期末残高 26,889,296 27,233,983
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【注記事項】 

（税効果会計関係） 

（訂正前） 

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             （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） 

繰延税金資産       

返品調整引当金損金算入限度超過額 278,136   193,560 

退職給付引当金損金算入額否認 231,163   283,403 

未払事業税否認 9,583   15,436 

賞与引当金損金算入額否認 97,894   150,410 

役員退職慰労引当金損金算入額否認 33,577   37,362 

貸倒引当金損金算入限度超過額 43,107   142,476 

会員権評価損否認 94,096   75,386 

投資有価証券評価損否認 543,762   547,140 

たな卸資産評価損否認 55,589   46,122 

固定資産償却限度超過額 66,456   70,431 

減損損失 1,990,753   1,743,724 

繰越欠損金 1,411,605   1,128,390 

その他 173,647   146,898 

繰延税金資産小計 5,029,375   4,580,744 

評価性引当額 △4,392,440   △4,074,524 

繰延税金資産合計 636,935   506,219 

繰延税金負債       

土地評価に係る繰延税金負債 △49,439   △49,439 

その他有価証券評価差額金 △15,633   △66,819 

その他 △6,142   △6,142 

繰延税金負債合計 △71,215   △122,402 

繰延税金資産の純額 565,720   383,817 

  

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

  
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） 

流動資産－繰延税金資産 636,935   506,219 

固定資産－繰延税金資産 －   － 

流動負債－繰延税金負債 －   － 

固定負債－繰延税金負債 △71,215   △122,402 
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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 

  
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） 

法定実効税率 40.7％   40.7％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1   0.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.1   △0.5 

繰越欠損金の期限切れ －    16.1 

住民税均等割等 △0.5   3.2 

のれん償却額 －   3.2 

未実現利益税効果未認識額 2.3   △0.4 

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 △39.9   △42.2 

その他 △0.1   0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.5％   20.6％ 
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  （訂正後） 

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             （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） 

繰延税金資産       

返品調整引当金損金算入限度超過額 278,136   193,560 

退職給付引当金損金算入額否認 231,163   283,403 

未払事業税否認 9,583   15,436 

賞与引当金損金算入額否認 97,894   150,410 

役員退職慰労引当金損金算入額否認 33,577   37,362 

貸倒引当金損金算入限度超過額 43,107   142,476 

会員権評価損否認 94,096   75,386 

投資有価証券評価損否認 543,762   547,140 

たな卸資産評価損否認 55,589   46,122 

固定資産償却限度超過額 66,456   70,431 

土地評価に係る繰延税金資産 529,496  529,496 

減損損失 1,990,753   1,743,724 

繰越欠損金 1,411,605   1,128,390 

その他 173,647   146,898 

繰延税金資産小計 5,558,872   5,110,240 

評価性引当額 △4,921,936   △4,604,020 

繰延税金資産合計 636,935   506,219 

繰延税金負債       

土地評価に係る繰延税金負債 △578,936   △578,936 

その他有価証券評価差額金 △15,633   △66,819 

その他 △6,142   △6,142 

繰延税金負債合計 △600,712   △651,898 

繰延税金資産又は繰延税金負債の純額 36,223   △145,678 

  

繰延税金資産又は繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

  
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） 

流動資産－繰延税金資産 636,935   506,219 

固定資産－繰延税金資産 －   － 

流動負債－繰延税金負債 －   － 

固定負債－繰延税金負債 △600,712   △651,898 
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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 

  
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） 

法定実効税率 40.7％   40.7％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1   0.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.1   △0.5 

繰越欠損金の期限切れ －    16.1 

住民税均等割等 △0.5   3.2 

のれん償却額 －   3.2 

未実現利益税効果未認識額 2.3   △0.4 

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 △40.4   △42.2 

その他 0.0   0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.1％   20.6％   
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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 1,648円77銭

１株当たり当期純損失金額（△） △360円62銭
  

１株当たり純資産額 1,669円55銭

１株当たり当期純利益金額 35円90銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は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） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △6,091,223 597,012 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
△6,091,223 597,012 

期中平均株式数（千株） 16,890 16,629 

～注略～ 

 

 （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 1,616円93銭

１株当たり当期純損失金額（△） △362円34銭
  

１株当たり純資産額 1,637円71銭

１株当たり当期純利益金額 35円90銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は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） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △6,120,251 597,012 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
△6,120,251 597,012 

期中平均株式数（千株） 16,890 16,629 

～注略～ 
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２【財務諸表等】 

（１）【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 3,579,935 5,277,689
    受取手形 45,125 41,280
    売掛金 3,639,810 3,698,844
    有価証券 1,020,263 1,021,749
    商品及び製品 1,980,210 1,819,113
    仕掛品 548,432 367,309
    原材料及び貯蔵品 7,612 8,394
    前渡金 274,636 1,800
    前払費用 50,523 43,687
    繰延税金資産 634,403 487,905
    その他 34,943 145,265
    貸倒引当金 △14,739 △16,456
    流動資産合計 11,801,158 12,896,582
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 6,840,417 6,839,514
        減価償却累計額 △3,806,570 △3,958,432
        建物（純額） 3,033,847 2,881,082
      構築物 113,245 113,674
        減価償却累計額 △96,538 △98,810
        構築物（純額） 16,707 14,863
      機械及び装置 367,154 367,154
        減価償却累計額 △325,880 △332,881
        機械及び装置（純額） 41,274 34,273
      車両運搬具 126,501 122,872
        減価償却累計額 △80,935 △90,060
        車両運搬具（純額） 45,565 32,811
      工具、器具及び備品 942,187 875,474
        減価償却累計額 △789,888 △778,881
        工具、器具及び備品（純額） 152,299 96,593
      土地 6,015,162 6,015,162
      有形固定資産合計 9,304,856 9,074,787
    無形固定資産     

      データベース 6,617,704 6,086,773
      ソフトウエア 167,796 237,183
      その他 7,344 7,150
      無形固定資産合計 6,792,846 6,331,108
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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) 
    投資その他の資産     

      投資有価証券 1,459,402 1,516,343
      関係会社株式 2,027,545 2,027,545
      出資金 10 10
      関係会社出資金 19,000 19,000
      長期貸付金 4 101,856
      従業員に対する長期貸付金 28,564 30,354
      関係会社長期貸付金 100,000 100,000
      破産更生債権等 ※2 434,334 ※2 667,818
      長期前払費用 1,123 658
      長期預金 600,000 600,000
      その他 358,226 334,040
      貸倒引当金 △506,150 △737,609
      投資その他の資産合計 4,522,061 4,660,018
    固定資産合計 20,619,764 20,065,913
  資産合計 32,420,922 32,962,496

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 988,307 1,081,431
    短期借入金 847,000 847,000
    未払金 71,595 45,961
    未払費用 518,302 373,954
    未払法人税等 47,389 54,422
    未払消費税等 17,507 144,110
    前受金 49,322 39,481
    預り金 42,734 39,075
    前受収益 315 315
    賞与引当金 207,809 338,124
    返品調整引当金 838,644 729,897
    その他 13,878 13,303
    流動負債合計 3,642,805 3,707,078
  固定負債     

    繰延税金負債 71,215 122,358
    退職給付引当金 470,869 595,555
    役員退職慰労引当金 82,500 91,800
    長期預り保証金 100 100
    固定負債合計 624,684 809,813
  負債合計 4,267,490 4,516,891
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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) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 9,903,870 9,903,870
    資本剰余金     

      資本準備金 10,708,236 10,708,236
      資本剰余金合計 10,708,236 10,708,236
    利益剰余金     

      利益準備金 244,000 244,000
      その他利益剰余金     

        別途積立金 13,100,000 7,000,000
        繰越利益剰余金 △5,386,640 992,445
      利益剰余金合計 7,957,359 8,236,445
    自己株式 △524,201 △524,465
    株主資本合計 28,045,264 28,324,086
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 108,167 121,518
    評価・換算差額等合計 108,167 121,518
  純資産合計 28,153,431 28,445,604

負債純資産合計 32,420,922 32,962,496
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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 3,579,935 5,277,689
    受取手形 45,125 41,280
    売掛金 3,639,810 3,698,844
    有価証券 1,020,263 1,021,749
    商品及び製品 1,980,210 1,819,113
    仕掛品 548,432 367,309
    原材料及び貯蔵品 7,612 8,394
    前渡金 274,636 1,800
    前払費用 50,523 43,687
    繰延税金資産 634,403 487,905
    その他 34,943 145,265
    貸倒引当金 △14,739 △16,456
    流動資産合計 11,801,158 12,896,582
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 6,840,417 6,839,514
        減価償却累計額 △3,806,570 △3,958,432
        建物（純額） 3,033,847 2,881,082
      構築物 113,245 113,674
        減価償却累計額 △96,538 △98,810
        構築物（純額） 16,707 14,863
      機械及び装置 367,154 367,154
        減価償却累計額 △325,880 △332,881
        機械及び装置（純額） 41,274 34,273
      車両運搬具 126,501 122,872
        減価償却累計額 △80,935 △90,060
        車両運搬具（純額） 45,565 32,811
      工具、器具及び備品 942,187 875,474
        減価償却累計額 △789,888 △778,881
        工具、器具及び備品（純額） 152,299 96,593
      土地 6,015,162 6,015,162
      有形固定資産合計 9,304,856 9,074,787
    無形固定資産     

      データベース 6,617,704 6,086,773
      ソフトウエア 167,796 237,183
      その他 7,344 7,150
      無形固定資産合計 6,792,846 6,331,108
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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) 
    投資その他の資産     

      投資有価証券 1,459,402 1,516,343
      関係会社株式 2,027,545 2,027,545
      出資金 10 10
      関係会社出資金 19,000 19,000
      長期貸付金 4 101,856
      従業員に対する長期貸付金 28,564 30,354
      関係会社長期貸付金 100,000 100,000
      破産更生債権等 ※2 434,334 ※2 667,818
      長期前払費用 1,123 658
      長期預金 600,000 600,000
      その他 358,226 334,040
      貸倒引当金 △506,150 △737,609
      投資その他の資産合計 4,522,061 4,660,018
    固定資産合計 20,619,764 20,065,913
  資産合計 32,420,922 32,962,496

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 988,307 1,081,431
    短期借入金 847,000 847,000
    未払金 71,595 45,961
    未払費用 518,302 373,954
    未払法人税等 47,389 54,422
    未払消費税等 17,507 144,110
    前受金 49,322 39,481
    預り金 42,734 39,075
    前受収益 315 315
    賞与引当金 207,809 338,124
    返品調整引当金 838,644 729,897
    その他 13,878 13,303
    流動負債合計 3,642,805 3,707,078
  固定負債     

    繰延税金負債 600,712 651,855
    退職給付引当金 470,869 595,555
    役員退職慰労引当金 82,500 91,800
    長期預り保証金 100 100
    固定負債合計 1,154,181 1,339,310
  負債合計 4,796,987 5,046,388
            

  



 

－  － 
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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) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 9,903,870 9,903,870
    資本剰余金     

      資本準備金 10,708,236 10,708,236
      資本剰余金合計 10,708,236 10,708,236
    利益剰余金     

      利益準備金 244,000 244,000
      その他利益剰余金     

        別途積立金 13,100,000 7,000,000
        繰越利益剰余金 △5,916,136 462,948
      利益剰余金合計 7,427,863 7,706,948
    自己株式 △524,201 △524,465
    株主資本合計 27,515,768 27,794,589
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 108,167 121,518
    評価・換算差額等合計 108,167 121,518
  純資産合計 27,623,935 27,916,108

負債純資産合計 32,420,922 32,962,496
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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 14,791,386 14,188,048

売上原価     

  製品期首たな卸高 2,822,713 1,980,210
  当期製品製造原価 11,469,306 9,569,467
  合計 14,292,019 11,549,678
  他勘定振替高 ※1 73,201 ※1 99,270
  製品期末たな卸高 1,980,210 1,819,113
  製品売上原価 12,238,607 9,631,294

売上総利益 2,552,779 4,556,753

返品調整引当金戻入額 1,056,698 838,644

返品調整引当金繰入額 838,644 729,897

返品調整引当金繰入差額 △218,054 △108,747

差引売上総利益 2,770,833 4,665,500

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 4,352,533 ※2, ※3 3,933,185

営業利益又は営業損失（△） △1,581,699 732,314

営業外収益     

  受取利息 ※4 18,931 ※4 12,999
  受取配当金 19,770 20,034
  受取賃貸料 ※4 44,552 ※4 54,754
  保険配当金 4,753 4,332
  その他 26,402 12,486
  営業外収益合計 114,410 104,607

営業外費用     

  支払利息 15,031 12,493
  賃貸収入原価 30,282 39,526
  その他 12,988 3,291
  営業外費用合計 58,303 55,311

経常利益又は経常損失（△） △1,525,592 781,610

特別利益     

  固定資産売却益 ※5 198 －
  貸倒引当金戻入額 5,485 －
  退職給付引当金戻入額 ※6 270,617 －
  役員退職慰労引当金戻入額 16,200 －
  特別利益合計 292,501 －
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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) 

特別損失     

  固定資産売却損 ※7 7,164 ※7 1,261
  固定資産除却損 ※8 297,709 ※8 57,738
  減損損失 ※9 3,851,220 －
  投資有価証券売却損 10,000 －
  投資有価証券評価損 47,697 8,300
  関係会社出資金評価損 54,500 －
  会員権売却損 － 363
  会員権評価損 4,080 －
  関係会社貸倒引当金繰入額 20,000 －
  特別退職金 ※6 200,817 2,334
  特別損失合計 4,493,190 69,998

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △5,726,281 711,612

法人税、住民税及び事業税 26,228 19,951

法人税等調整額 △207,485 146,497

法人税等合計 △181,257 166,449

当期純利益又は当期純損失（△） △5,545,024 545,162
        

  

 



 

－  － 
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【製造原価明細書】 

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費   1,252,917 10.9 1,149,902  12.2 

Ⅱ 労務費   1,940,637 16.9 1,704,291 18.2 

Ⅲ 外注加工費   6,668,712 58.1 5,522,570 58.8 

Ⅳ 経費 ※２ 1,610,067 14.1 1,011,579 10.8 

当期総製造費用   11,472,334 100.0 9,388,344 100.0 

期首仕掛品たな卸高   545,403   548,432   

計   12,017,738   9,936,777   

期末仕掛品たな卸高   548,432   367,309   

当期製品製造原価   11,469,306   9,569,467   

  

（脚注） 

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．原価計算の方法 

実際原価による刷数別個別原価計算制度を採用して

おります。 

１．原価計算の方法 

同左 

※２．経費の主な内訳 ※２．経費の主な内訳 

賃借料    31,751千円

減価償却費    91,526千円

データベース償却費    985,663千円

ソフトウェア償却費    256,839千円
  

賃借料    42,238千円

減価償却費    75,112千円

データベース償却費    667,046千円

ソフトウェア償却費    30,709千円
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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) 

売上高 14,791,386 14,188,048

売上原価     

  製品期首たな卸高 2,822,713 1,980,210
  当期製品製造原価 11,469,306 9,569,467
  合計 14,292,019 11,549,678
  他勘定振替高 ※1 73,201 ※1 99,270
  製品期末たな卸高 1,980,210 1,819,113
  製品売上原価 12,238,607 9,631,294

売上総利益 2,552,779 4,556,753

返品調整引当金戻入額 1,056,698 838,644

返品調整引当金繰入額 838,644 729,897

返品調整引当金繰入差額 △218,054 △108,747

差引売上総利益 2,770,833 4,665,500

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 4,352,533 ※2, ※3 3,933,185

営業利益又は営業損失（△） △1,581,699 732,314

営業外収益     

  受取利息 ※4 18,931 ※4 12,999
  受取配当金 19,770 20,034
  受取賃貸料 ※4 44,552 ※4 54,754
  保険配当金 4,753 4,332
  その他 26,402 12,486
  営業外収益合計 114,410 104,607

営業外費用     

  支払利息 15,031 12,493
  賃貸収入原価 30,282 39,526
  その他 12,988 3,291
  営業外費用合計 58,303 55,311

経常利益又は経常損失（△） △1,525,592 781,610

特別利益     

  固定資産売却益 ※5 198 －
  貸倒引当金戻入額 5,485 －
  退職給付引当金戻入額 ※6 270,617 －
  役員退職慰労引当金戻入額 16,200 －
  特別利益合計 292,501 －
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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) 

特別損失     

  固定資産売却損 ※7 7,164 ※7 1,261
  固定資産除却損 ※8 297,709 ※8 57,738
  減損損失 ※9 3,851,220 －
  投資有価証券売却損 10,000 －
  投資有価証券評価損 47,697 8,300
  関係会社出資金評価損 54,500 －
  会員権売却損 － 363
  会員権評価損 4,080 －
  関係会社貸倒引当金繰入額 20,000 －
  特別退職金 ※6 200,817 2,334
  特別損失合計 4,493,190 69,998

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △5,726,281 711,612

法人税、住民税及び事業税 26,228 19,951

法人税等調整額 △178,457 146,497

法人税等合計 △152,229 166,449

当期純利益又は当期純損失（△） △5,574,052 545,162
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【製造原価明細書】 

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費   1,252,917 10.9 1,149,902  12.2 

Ⅱ 労務費   1,940,637 16.9 1,704,291 18.2 

Ⅲ 外注加工費   6,668,712 58.1 5,522,570 58.8 

Ⅳ 経費 ※２ 1,610,067 14.1 1,011,579 10.8 

当期総製造費用   11,472,334 100.0 9,388,344 100.0 

期首仕掛品たな卸高   545,403   548,432   

計   12,017,738   9,936,777   

期末仕掛品たな卸高   548,432   367,309   

当期製品製造原価   11,469,306   9,569,467   

  

（脚注） 

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．原価計算の方法 

実際原価による刷数別個別原価計算制度を採用して

おります。 

１．原価計算の方法 

同左 

※２．経費の主な内訳 ※２．経費の主な内訳 

賃借料    31,751千円

減価償却費    91,526千円

データベース償却費    985,663千円

ソフトウェア償却費    256,839千円
  

賃借料    42,238千円

減価償却費    75,112千円

データベース償却費    667,046千円

ソフトウェア償却費    30,709千円
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③【株主資本等変動計算書】 

（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) 

株主資本     

  資本金     

    前期末残高 9,903,870 9,903,870
    当期変動額     

      当期変動額合計 － －
    当期末残高 9,903,870 9,903,870
  資本剰余金     

    資本準備金     

      前期末残高 10,708,236 10,708,236
      当期変動額     

        当期変動額合計 － －
      当期末残高 10,708,236 10,708,236
    資本剰余金合計     

      前期末残高 10,708,236 10,708,236
      当期変動額     

        当期変動額合計 － －
      当期末残高 10,708,236 10,708,236
  利益剰余金     

    利益準備金     

      前期末残高 244,000 244,000
      当期変動額     

        当期変動額合計 － －
      当期末残高 244,000 244,000
    その他利益剰余金     

      別途積立金     

        前期末残高 13,100,000 13,100,000
        当期変動額     

          別途積立金の取崩 － △6,100,000
          当期変動額合計 － △6,100,000
        当期末残高 13,100,000 7,000,000
      繰越利益剰余金     

        前期末残高 672,689 △5,386,640
        当期変動額     

          別途積立金の取崩 － 6,100,000
          剰余金の配当 △327,849 △266,077
          当期純利益又は当期純損失（△） △5,545,024 545,162
          自己株式の処分 △186,454 －
          当期変動額合計 △6,059,329 6,379,085
        当期末残高 △5,386,640 992,445
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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) 
    利益剰余金合計     

      前期末残高 14,016,689 7,957,359
      当期変動額     

        別途積立金の取崩 － －
        剰余金の配当 △327,849 △266,077
        当期純利益又は当期純損失（△） △5,545,024 545,162
        自己株式の処分 △186,454 －
        当期変動額合計 △6,059,329 279,085
      当期末残高 7,957,359 8,236,445
  自己株式     

    前期末残高 △1,138,142 △524,201
    当期変動額     

      自己株式の取得 △174,369 △264
      自己株式の処分 788,310 －
      当期変動額合計 613,941 △264
    当期末残高 △524,201 △524,465
  株主資本合計     

    前期末残高 33,490,652 28,045,264
    当期変動額     

      剰余金の配当 △327,849 △266,077
      当期純利益又は当期純損失（△） △5,545,024 545,162
      自己株式の取得 △174,369 △264
      自己株式の処分 601,855 －
      当期変動額合計 △5,445,387 278,821
    当期末残高 28,045,264 28,324,086

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 459,742 108,167
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△351,575 13,351

      当期変動額合計 △351,575 13,351
    当期末残高 108,167 121,518
  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 459,742 108,167
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△351,575 13,351

      当期変動額合計 △351,575 13,351
    当期末残高 108,167 121,518
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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) 

純資産合計     

  前期末残高 33,950,395 28,153,431
  当期変動額     

    剰余金の配当 △327,849 △266,077
    当期純利益又は当期純損失（△） △5,545,024 545,162
    自己株式の取得 △174,369 △264
    自己株式の処分 601,855 －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △351,575 13,351
    当期変動額合計 △5,796,963 292,173
  当期末残高 28,153,431 28,445,604
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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 9,903,870 9,903,870
    当期変動額     

      当期変動額合計 － －
    当期末残高 9,903,870 9,903,870
  資本剰余金     

    資本準備金     

      前期末残高 10,708,236 10,708,236
      当期変動額     

        当期変動額合計 － －
      当期末残高 10,708,236 10,708,236
    資本剰余金合計     

      前期末残高 10,708,236 10,708,236
      当期変動額     

        当期変動額合計 － －
      当期末残高 10,708,236 10,708,236
  利益剰余金     

    利益準備金     

      前期末残高 244,000 244,000
      当期変動額     

        当期変動額合計 － －
      当期末残高 244,000 244,000
    その他利益剰余金     

      別途積立金     

        前期末残高 13,100,000 13,100,000
        当期変動額     

          別途積立金の取崩 － △6,100,000
          当期変動額合計 － △6,100,000
        当期末残高 13,100,000 7,000,000
      繰越利益剰余金     

        前期末残高 172,220 △5,916,136
        当期変動額     

          別途積立金の取崩 － 6,100,000
          剰余金の配当 △327,849 △266,077
          当期純利益又は当期純損失（△） △5,574,052 545,162
          自己株式の処分 △186,454 －
          当期変動額合計 △6,088,357 6,379,085
        当期末残高 △5,916,136 462,948
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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) 
    利益剰余金合計     

      前期末残高 13,516,220 7,427,863
      当期変動額     

        別途積立金の取崩 － －
        剰余金の配当 △327,849 △266,077
        当期純利益又は当期純損失（△） △5,574,052 545,162
        自己株式の処分 △186,454 －
        当期変動額合計 △6,088,357 279,085
      当期末残高 7,427,863 7,706,948
  自己株式     

    前期末残高 △1,138,142 △524,201
    当期変動額     

      自己株式の取得 △174,369 △264
      自己株式の処分 788,310 －
      当期変動額合計 613,941 △264
    当期末残高 △524,201 △524,465
  株主資本合計     

    前期末残高 32,990,184 27,515,768
    当期変動額     

      剰余金の配当 △327,849 △266,077
      当期純利益又は当期純損失（△） △5,574,052 545,162
      自己株式の取得 △174,369 △264
      自己株式の処分 601,855 －
      当期変動額合計 △5,474,415 278,821
    当期末残高 27,515,768 27,794,589

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 459,742 108,167
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△351,575 13,351

      当期変動額合計 △351,575 13,351
    当期末残高 108,167 121,518
  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 459,742 108,167
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△351,575 13,351

      当期変動額合計 △351,575 13,351
    当期末残高 108,167 121,518
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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) 

純資産合計     

  前期末残高 33,449,926 27,623,935
  当期変動額     

    剰余金の配当 △327,849 △266,077
    当期純利益又は当期純損失（△） △5,574,052 545,162
    自己株式の取得 △174,369 △264
    自己株式の処分 601,855 －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △351,575 13,351
    当期変動額合計 △5,825,991 292,173
  当期末残高 27,623,935 27,916,108
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【注記事項】 

 （税効果会計関係） 

 （訂正前） 

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 

      （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） 

繰延税金資産       

返品調整引当金損金算入限度超過額 278,136   193,560 

退職給付引当金損金算入額否認 191,643   242,390 

未払事業税否認 8,636   14,084 

未払事業所税否認 5,648   5,414 

賞与引当金損金算入額否認 84,578   137,616 

役員退職慰労引当金損金算入額否認 33,577   37,362 

貸倒引当金損金算入限度超過額 184,921   284,533 

会員権評価損否認 94,096   75,386 

投資有価証券評価損否認 608,095   611,473 

たな卸資産評価損否認 54,970   43,537 

固定資産除却損否認 119,841   99,582 

減損損失 1,538,418   1,380,410 

繰越欠損金 849,837   629,388 

その他 52,696   61,100 

繰延税金資産小計 4,105,099   3,815,842 

評価性引当額 △3,470,695   △3,327,936 

繰延税金資産合計 634,403   487,905 

繰延税金負債       

土地評価に係る繰延税金負債 △49,439   △49,439 

その他有価証券評価差額金 △15,633   △66,776 

その他 △6,142   △6,142 

繰延税金負債合計 △71,215   △122,358 

繰延税金資産の純額 563,188   365,547 

  

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 

  
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） 

法定実効税率 40.7％   40.7％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1   0.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.1   △0.5 

住民税均等割等 △0.5   2.8 

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 △37.1   △20.1 

その他 0.1   0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.2％   23.4％ 
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 （訂正後） 

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 

      （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） 

繰延税金資産       

返品調整引当金損金算入限度超過額 278,136   193,560 

退職給付引当金損金算入額否認 191,643   242,390 

未払事業税否認 8,636   14,084 

未払事業所税否認 5,648   5,414 

賞与引当金損金算入額否認 84,578   137,616 

役員退職慰労引当金損金算入額否認 33,577   37,362 

貸倒引当金損金算入限度超過額 184,921   284,533 

会員権評価損否認 94,096   75,386 

投資有価証券評価損否認 608,095   611,473 

たな卸資産評価損否認 54,970   43,537 

固定資産除却損否認 119,841   99,582 

土地評価に係る繰延税金資産 529,496   529,496 

減損損失 1,538,418   1,380,410 

繰越欠損金 849,837   629,388 

その他 52,696   61,100 

繰延税金資産小計 4,634,595   4,345,338 

評価性引当額 △4,000,192   △3,857,432 

繰延税金資産合計 634,403   487,905 

繰延税金負債       

土地評価に係る繰延税金負債 △578,936   △578,936 

その他有価証券評価差額金 △15,633   △66,776 

その他 △6,142   △6,142 

繰延税金負債合計 △600,712   △651,855 

繰延税金資産又は繰延税金負債の純額 33,691   △163,949 

  

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 

  
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） 

法定実効税率 40.7％   40.7％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1   0.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.1   △0.5 

住民税均等割等 △0.5   2.8 

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 △37.6   △20.1 

その他 0.1   0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.7％   23.4％ 
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（１株当たり情報） 

  （訂正前） 

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    1,692円95銭

１株当たり当期純損失金額（△）  △328円29銭

  

１株当たり純資産額    1,710円57銭

１株当たり当期純利益金額  32円78銭

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純利益金額又は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） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △5,545,024 545,162 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
△5,545,024 545,162 

期中平均株式数（千株） 16,890 16,629 

 

  （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株当たり純資産額    1,661円11銭

１株当たり当期純損失金額（△）  △330円00銭

  

１株当たり純資産額    1,678円73銭

１株当たり当期純利益金額  32円78銭

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純利益金額又は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） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △5,574,052 545,162 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
△5,574,052 545,162 

期中平均株式数（千株） 16,890 16,629 

 




