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過年度決算短信等及び中間決算短信等の一部訂正について(概要版) 

 

 

 当社は、平成 21 年 5月 14 日付「平成 21 年 3 月期決算発表の延期のお知らせ」において過年度決算の訂正

の可能性についてお知らせいたしました。このたび、過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたの

で、下記のとおりご報告申し上げます。 

なお、各決算期における訂正内容につきましては、別途、個別に開示しておりますのでご参照ください。 

 

記 

 

１．訂正を行う過年度決算短信等及び中間決算短信等 
・平成 21 年３月期 第 3四半期決算短信 
・平成 21 年３月期 第 2四半期決算短信 
・平成 21 年３月期 第 1四半期決算短信 
・平成 20 年３月期 決算短信 
・平成 20 年３月期 中間決算短信 
・平成 19 年３月期 決算短信 
・平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）及び個別中間財務諸表の概要 
・平成 18 年３月期 決算短信（連結）及び個別財務諸表の概要 
・平成 18 年３月期 中間決算短信（連結）及び個別中間財務諸表の概要 

 

２．訂正による過年度決算影響 

今回の訂正による過年度の連結及び個別業績への影響については次ページに概要をまとめておりますの

でご参照下さい。 

 

３．訂正の内容と純利益影響額 

修正額
平成18年

3月期
平成19年

3月期
平成20年

3月期
平成21年
第3四半期

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

△ 937 △ 902 △ 652 △ 483 1,098

海外子会社売却設備に係る

連結消去仕訳の修正

△ 902 △ 902 △ 652 △ 440 1,091

子会社への迂回融資に伴う
子会社債務保証損失引当
金等の計上

430 0

264

個別修正額 計

③

連結修正額 計

35 △ 7

前払年金費用の修正② 0

834

△ 57 △ 107 △ 100

項 目

△ 939 △ 845 △ 545
①

△ 382

 

 



４．訂正の経緯 

訂正の経緯については、主に平成 21 年 5 月 14 日付「平成 21 年 3 月期決算発表の延期のお知らせ」、

及び、「株式会社ビジネスデザイン研究所に対する不正な資金支援および特別調査委員会の調査結果報

告につきまして」をご参照下さい。 

 

５．平成 21 年 3月期期末決算について 

本日別途開示しております「平成 21年 3 月期 決算短信」をご参照下さい。 

 

６．連結及び個別業績訂正の概要 
（単位：百万円） 

連結 個別 
期 項目 

訂正前(A) 訂正後(B) 訂正額(B-A) 訂正前(A) 訂正後(B) 訂正額(B-A)

売上高 322,345 322,345 ― ― ― ―

営業利益 △7,824 △6,079 1,745 ― ― ―

経常利益 △10,540 △9,278 1,262 ― ― ―

四半期純利益 △18,092 △17,001 1,091 ― ― ―

総資産 298,359 298,402 43 ― ― ―

平成 21 年３月期 

（第 3四半期） 

純資産 68,823 67,921 △902 ― ― ―

売上高 221,921 221,921 ― ― ― ―

営業利益 △1,672 △624 1,048 ― ― ―

経常利益 △2,897 △2,285 612 ― ― ―

四半期純利益 △9,096 △8,447 649 ― ― ―

総資産 323,706 323,025 △681 ― ― ―

平成 21 年３月期 

（第 2四半期） 

純資産 83,744 82,401 △1,343 ― ― ―

売上高 111,694 111,694 ― ― ― ―

営業利益 1,213 2,296 1,083 ― ― ―

経常利益 596 1,403 807 ― ― ―

四半期純利益 △666 163 829 ― ― ―

総資産 320,867 320,220 △647 ― ― ―

平成 21 年３月期 

（第１四半期） 

純資産 92,501 91,339 △1,162 ― ― ―

売上高 447,164 447,825 661 325,040 325,040 ―

営業利益 4,715 4,907 192 △3,092 △2,972 120

経常利益 2,222 1,745 △477 △3,961 △3,841 120

純利益 △12,622 △13,061 △439 △15,715 △16,198 △483

総資産 322,695 322,103 △592 206,822 206,382 △440

平成 20 年３月期 

 

純資産 96,212 94,219 △1,993 79,584 77,549 △2,035

売上高 217,545 218,205 660 152,151 152,151 ―

営業利益 2,324 2,312 △12 △1,109 △1,201 △92

経常利益 1,711 1,565 △146 △279 △371 △92

中間純利益 △5,064 △5,205 △141 △4,796 △4,985 △189

総資産 322,650 322,332 △318 220,687 220,321 △366

平成 20 年３月期 

中間期 

純資産 106,613 104,941 △1,672 94,943 93,201 △1,742

売上高 394,739 394,739 ― 290,493 290,493 ―

営業利益 326 158 △168 △5,010 △5,178 △168

経常利益 1,014 291 △723 △2,626 △2,794 △168

純利益 △33,176 △33,827 △651 △33,463 △34,115 △652

総資産 316,465 316,191 △274 227,529 227,255 △274

平成 19 年３月期 

 

純資産 111,254 109,723 △1,531 101,292 99,738 △1,554

売上高 179,417 179,417 ― 139,139 139,139 ―

営業利益 1,628 1,554 △74 △397 △481 △84

経常利益 2,083 1,721 △362 681 597 △84

中間純利益 △24,625 △24,949 △324 △24,457 △24,782 △325

総資産 293,175 292,985 △190 230,139 229,949 △190

平成 19 年３月期 

中間期 

純資産 115,996 110,214 △5,782 109,615 108,389 △1,226

売上高 325,523 325,523 ― 260,494 260,494 ―

営業利益 2,462 2,392 △70 △479 △549 △70

経常利益 3,511 2,571 △940 1,774 1,704 △70

純利益 △12,194 △13,096 △902 △12,995 △13,897 △902

総資産 300,790 300,693 △97 254,172 254,075 △97

平成 18 年３月期 

 

株主資本 136,515 139,030 2,515 134,701 133,799 △902

売上高 147,094 147,094 ― 123,826 123,826 ―

営業利益 2,794 2,820 26 2,058 1,468 △590

経常利益 3,543 2,333 △1,210 3,309 2,719 △590

中間純利益 △790 △2,001 △1,211 △745 △1,955 △1,210

総資産 273,264 272,627 △637 233,304 232,669 △635

平成 18 年３月期 

中間期 

株主資本 146,872 145,661 △1,211 146,241 145,031 △1,210

(注)上記の訂正後の金額には、平成 21 年 5月 14 日公表後に判明した不正な金融支援 3800 万円を含んでおります。 

以上 


