
 

平成 21 年８月６日 

 

各      位 

 

会 社 名 旭テック株式会社    

代表者名 代表執行役社長 入交 昭一郎 

（コード番号 5606   東証第 1 部）   

問合せ先 経理部長    小谷野 義雄 

（ＴＥＬ 0537－36－3103）  

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成 21 年３月期決算短信等の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、過去に開示しました平成 21 年３月期決算短信等につきまして、記載内容の一部に誤りがありました

ので、下記のとおり訂正いたします。なお、平成 21 年３月期決算短信につきましては、訂正後の数値データを送

信します。訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

１． 訂正する決算短信 

（１） 平成 19 年３月期 決算短信（平成 19 年５月 23 日開示） 

（２） 平成 20 年３月期 第 1 四半期財務・業績の概況（平成 19 年８月 10 日開示） 

（３） 平成 20 年３月期 中間決算短信（平成 19 年 11 月 15 日開示） 

（４） 平成 20 年３月期 第３四半期財務･業績の概況（平成 20 年２月 15 日開示） 

（５） 平成 20 年３月期 決算短信（平成 20 年５月 23 日開示） 

（６） 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（平成 20 年８月８日開示） 

（７） 平成 21 年３月期 第２四半期決算短信（平成 20 年 11 月 26 日開示） 

（８） 平成 21 年３月期 第３四半期決算短信（平成 21 年２月 13 日開示） 

（９） 平成 21 年３月期 決算短信（平成 21 年５月 29 日開示） 

 

２．訂正理由 

  Ｃ種優先株の累積配当金の計算誤りがあり、一株当たりの当期純利益等、関連する箇所すべてを訂正して

おります。 
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３．訂正内容 

 

（１）平成 19 年３月期 決算短信（平成 19 年５月 23 日開示） 

 

【１ページ】  

１. 平成 19 年 3 月期の連結業績（平成 18 年 4 月１日～平成 19 年 3 月 31 日） 

＜訂正前＞ 

(1)連結経営成績 

  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  ％ ％  ％ 

19 年３月期     △6.40 －  △1.5  △0.1  2.3 

18 年３月期  △3.74 －  △2.0  2.4  3.5 

 

(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

19 年３月期 304,691 76,082 24.0 190.39

18 年３月期 72,593 15,332 21.1 161.69

 

＜訂正後＞ 

(1)連結経営成績 

  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  ％ ％  ％ 

19 年３月期     △12.04 －  △1.5  △0.1  2.3 

18 年３月期  △3.74 －  △2.0  2.4  3.5 

 

(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

19 年３月期 304,691 76,082 24.0 189.61

18 年３月期 72,593 15,332 21.1 161.69

 
【２ページ】 

 （参考）個別業績の概要 

１．平成 19 年 3 月期の個別業績（平成 18 年 4 月１日～平成 19 年 3 月 31 日） 

＜訂正前＞ 

(１) 個別経営成績 

  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

19 年３月期     12.06 11.26

18 年３月期  △8.71 － 

 

（2)  個別財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年３月期 110,642 71,390 64.4 182.81 

18 年３月期 54,286 14,734 27.1 151.75 
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＜訂正後＞ 

(１) 個別経営成績 

  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

19 年３月期     10.75 － 

18 年３月期  △8.71 － 

 

（2)  個別財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年３月期 110,642 71,390 64.4 182.03 

18 年３月期 54,286 14,734 27.1 151.75 

 

【51 ページ】  

（１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 161.69円 １株当たり純資産額 190.39円 

１株当たり当期純損失 3.74円 １株当たり当期純損失 6.40円 

（注) １ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

1 株当たり当期純損失金額 

当期純損失（△）    (百万円) 282 665

普通株主に帰属しない金額(百万円) 50 325

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） － 74

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 

償還差額当期負担分） 
－ 200

普通株式に係る当期純損失（△）  

            (百万円) 
332 991

期中平均普通株式数(千株) 60,196 99,162

期中平均転換株式数(千株) 28,687 55,668

期中平均株式数(千株) 88,883 154,830

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 

新株予約権 

株主総会の特別決議日 

 平成16年６月29日 

 新株予約権（2,367,576個） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月29日 

 新株予約権（1,340,000個） 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 
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＜訂正後＞ 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 161.69円 １株当たり純資産額 189.61円 

１株当たり当期純損失 3.74円 １株当たり当期純損失 12.04円 

（注) １ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

1 株当たり当期純損失金額 

当期純損失（△）    (百万円) 282 665

普通株主に帰属しない金額(百万円) 50 528

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） － 74

（内、Ｃ種優先株式配当金） － 403

普通株式に係る当期純損失（△）  

            (百万円) 
332 1,193

期中平均普通株式数(千株) 60,196 99,162

期中平均転換株式数(千株) 28,687 －

期中平均株式数(千株) 88,883 99,162

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 

新株予約権 

株主総会の特別決議日 

 平成16年６月29日 

 新株予約権（2,367,576個） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月29日 

 新株予約権（1,340,000個） 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 
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【66 ページ】  

（１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 151.75円 １株当たり純資産額 182.81円 

１株当たり当期純損失 8.71円 １株当たり当期純利益 12.06円 

 潜在株式調整後 
１株当たり純利益 

－ 
 潜在株式調整後 
１株当たり純利益 

11.26円 

（注）１ 前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜株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。 

２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  

前事業年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額又は 

純損失金額（△） 
 

当期純利益又は当期純損失（△）    

(百万円)        
△724 2,192 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 50 325 

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50 

（内、Ｂ種優先株式配当金） － 74 

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 

償還差額当期負担分） 
－ 200 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）(百万円) 
△774 1,866 

期中平均普通株式数(千株) 60,196 99,162 

期中平均転換株式数(千株) 28,687 55,668 

期中平均株式数(千株) 88,883 154,830 

潜在調整後１株当たり当期純利益金額  

 当期純利益調整額（百万円） － 325 

 普通株式増加数（千株） － 39,922 

 （内、新株予約権（千株）） － 1,447 

 （内、Ｃ種優先株式（千株）） － 38,474 

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 

新株予約権 

株主総会の特別決議日 

 平成16年６月29日 

 新株予約権（2,367,576個） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月29日 

 新株予約権（1,340,000個） 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 
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＜訂正後＞ 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 151.75円 １株当たり純資産額 182.03円 

１株当たり当期純損失 8.71円 １株当たり当期純利益 10.75円 

（注）１ 前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜株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。当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 ２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  

前事業年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額又は 

純損失金額（△） 
 

当期純利益又は当期純損失（△）    

(百万円)        
△724 2,192 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 50 528 

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50 

（内、Ｂ種優先株式配当金） － 74 

（内、Ｃ種優先株式配当金） － 403 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）(百万円) 
△774 1,664 

期中平均普通株式数(千株) 60,196 99,162 

期中平均転換株式数(千株) 28,687 55,668 

期中平均株式数(千株) 88,883 154,830 

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 

新株予約権 

株主総会の特別決議日 

 平成16年６月29日 

 新株予約権（2,367,576個） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月29日 

 新株予約権（1,340,000個） 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 
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（２）平成 20 年３月期 第 1 四半期財務・業績の概況（平成 19 年８月 10 日開示） 

 

【１ページ】  

１. 平成 20 年 3 月期第１四半期の連結業績（平成 19 年 4 月１日～平成 19 年６月 30 日） 

＜訂正前＞ 

(1)連結経営成績 

  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

20 年３月期第１四半期     △2.80 － 

19 年３月期第１四半期  0.48 0.47 

19 年３月期  △6.40 － 

 

(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

20 年３月期第１四半期 309,535 76,943 23.9 192.24

19 年３月期第１四半期 70,499 17,737 21.8 161.89

19 年３月期 304,691 76,082 24.0 190.39

 

＜訂正後＞ 

(1)連結経営成績 

  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

20 年３月期第１四半期     △3.06 － 

19 年３月期第１四半期  0.48 0.47 

19 年３月期  △12.04 － 

 

(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

20 年３月期第１四半期 309,535 76,943 23.9 191.81

19 年３月期第１四半期 70,499 17,737 21.8 161.89

19 年３月期 304,691 76,082 24.0 189.61
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（３）平成 20 年３月期 中間決算短信（平成 19 年 11 月 15 日開示） 

 

【１ページ】  

１. 平成 19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年 4 月１日～平成 19 年９月 30 日） 

＜訂正前＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 

  円  銭 円  銭

19 年９月中間期     △12.62 － 

18 年９月中間期  2.86 2.84 

19 年３月期  △6.40 － 

 

(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

19 年９月中間期 295,997 75,180 24.9 190.00

18 年９月中間期 71,988 18,509 22.2 171.56

19 年３月期 304,691 76,082 24.1 190.39

 

＜訂正後＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 

  円  銭 円  銭

19 年９月中間期     △11.67 － 

18 年９月中間期  2.86 2.84 

19 年３月期  △12.04 － 

 

(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

19 年９月中間期 295,997 75,180 24.9 190.17

18 年９月中間期 71,988 18,509 22.2 171.56

19 年３月期 304,691 76,082 24.1 189.61
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【２ページ】 

 （参考）個別業績の概要 

１．平成 19 年９月中間期の個別業績（平成 19 年 4 月１日～平成 19 年 9 月 30 日） 

＜訂正前＞ 

(１) 個別経営成績 

  １株当たり中間（当期）純利益

  円  銭

19 年９月中間期     △0.85 

18 年９月中間期  2.72 

19 年３月期  12.06 

 

（2)  個別財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年９月中間期 109,643 71,778 65.2 181.86 

18 年９月中間期 51,742 15,195 29.4 158.20 

19 年３月期 110,642 71,390 64.4 182.81 

 

 

＜訂正後＞ 

(１) 個別経営成績 

  １株当たり中間（当期）純利益

  円  銭

19 年９月中間期     0.09 

18 年９月中間期  2.72 

19 年３月期 10.75 

 

（2)  個別財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年９月中間期 109,643 71,778 65.2 182.03 

18 年９月中間期 51,742 15,195 29.4 158.20 

19 年３月期 110,642 71,390 64.4 182.03 
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【50 ページ】  

（１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 171.56円

 

１株当たり純資産額 190.00円

 

１株当たり純資産額 190.39円

 

１株当たり中間純利益 2.86円

 

１株当たり中間純利益 △12.62円

 

１株当たり当期純利益 △6.40円

 
潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

2.84円

 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

－円

 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

－円

 
(注) 1. 前連結会計年度及び当中間連結会計期間の潜在株式調整後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株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

2. 算定上の基礎 

  １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間純利益 
又は中間(当期)純損失 
（△） 

中間(当期)純利益又は 
純損失（△） (百万円) 

283 △2,798 △665

普通株主に帰属しない 
金額     (百万円) 

－ 476 325

（内、Ａ種優先株式 
配当金） 

－ 24 50

（内、Ｂ種優先株式 
配当金） 

－ 37 74

（内、Ｃ種優先株式 
配当金及び償還差額 
当期負担分） 

－ 413 200

普通株式に係る 
中間(当期)純利益又は 
純損失（△） (百万円) 

283 △3,274 △991

期中平均普通株式数 

（千株） 
60,207 259,501 99,162

期中平均転換株式数 

（千株） 
39,098 － 55,668

期中平均株式数 

（千株） 
99,305 259,501 154,830

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益 

中間(当期)純利益調整額 
(百万円) 

－ － －

普通株式増加数 (千株) 641 － －

（内、新株予約権） 641 － －

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含めなかった潜在株式
の概要 

―――――――― ―――――――― 新株予約権 
臨時株主総会の特別決議
日 

平成18年11月16日 
 新株予約権 
 （3,031,835個） 
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＜訂正後＞ 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 171.56円

 

１株当たり純資産額 190.17円

 

１株当たり純資産額 189.61円

 

１株当たり中間純利益 2.86円

 

１株当たり中間純利益 △11.67円

 

１株当たり当期純利益 △12.04円

 
潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

2.84円

 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

－円

 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

－円

 
(注) 1. 前連結会計年度及び当中間連結会計期間の潜在株式調整後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株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

2. 算定上の基礎 

  １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間純利益 
又は中間(当期)純損失 
（△） 

中間(当期)純利益又は 
純損失（△） (百万円) 

283 △2,798 △665

普通株主に帰属しない 
金額     (百万円) 

－ 229 528

（内、Ａ種優先株式 
配当金） 

－ 25 50

（内、Ｂ種優先株式 
配当金） 

－ 37 74

（内、Ｃ種優先株式 
配当金） 

－ 166 403

普通株式に係る 
中間(当期)純利益又は 
純損失（△） (百万円) 

283 △3,027 △1,193

期中平均普通株式数 

（千株） 
60,207 259,501 99,162

期中平均転換株式数 

（千株） 
39,098 － －

期中平均株式数 

（千株） 
99,305 259,501 99,162

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益 

中間(当期)純利益調整額 
(百万円) 

－ － －

普通株式増加数 (千株) 641 － －

（内、新株予約権） 641 － －

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含めなかった潜在株式
の概要 

―――――――― ―――――――― 新株予約権 
臨時株主総会の特別決議
日 

平成18年11月16日 
 新株予約権 
 （3,031,835個） 
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【66 ページ】  

（１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 158.20円

 

１株当たり純資産額 181.86円

 

１株当たり純資産額 182.81円

 

１株当たり中間純利益 2.72円

 

１株当たり中間純利益 △0.85円

 

１株当たり当期純利益 12.06円

 
潜在株式調整後１株 
当たり純利益 

2.70円
 

潜在株式調整後１株 
当たり純利益 

－円
 

潜在株式調整後１株 
当たり純利益 

11.26円
 

(注) 1. 当中間会計期間の潜在株式調整後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

中間純損失であるため記載しておりません。 

2. 算定上の基礎 

１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間純損失（△） 

中間(当期)純利益 
 (百万円) 

269 256 2,192

普通株主に帰属しない 
金額     (百万円) 

－ 476 325

（内、Ａ種優先株式 
配当金） 

－ 24 50

（内、Ｂ種優先株式 
配当金） 

－ 37 74

（内、Ｃ種優先株式 
配当金及び償還差額当期 
負担分） 

－ 413 200

普通株式に係る 
中間(当期)純利益又は 
純損失（△） (百万円) 

269 △219 1,866

期中平均普通株式数 

(千株) 
60,207 259,501 99,162

期中平均転換株式数 

(千株) 
39,098 － 55,668

期中平均株式数(千株) 99,305 259,501 154,830

潜在株式調整後１株 

当たり中間(当期)純利益 

中間(当期)純利益調整額 

(百万円) 
－ － 325

（内、Ａ種優先株式 

配当金） 
－ － 50

（内、Ｂ種優先株式 

配当金） 
－ － 74

（内、Ｃ種優先株式 

配当金及び償還差額当期 

負担分） 

－ － 200

普通株式増加数 (千株) 641 － 39,922

（内、新株予約権） 641 － 1,447

（内、Ｃ種優先株式） － － 38,474

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含
めなかった潜在株式の概要 

―――――――― ―――――――― 新株予約権 
臨時株式総会の特別 
決議日 
 平成18年11月16日 
 新株予約権 
 （3,031,835個） 
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＜訂正後＞ 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 158.20円

 

１株当たり純資産額 182.03円

 

１株当たり純資産額 182.03円

 

１株当たり中間純利益 2.72円

 

１株当たり中間純利益 0.09円

 

１株当たり当期純利益 10.75円

 
潜在株式調整後１株 
当たり純利益 

2.70円
 

潜在株式調整後１株 
当たり純利益 

－円
 

潜在株式調整後１株 
当たり純利益 

－円
 

(注) 1. 当中間会計期間及び前事業年度の潜在調整後１株当たり中間（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

2. 算定上の基礎 

１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期) 
純利益 

中間(当期)純利益 
 (百万円) 

269 256 2,192

普通株主に帰属しない 
金額     (百万円) 

－ 229 528

（内、Ａ種優先株式 
配当金） 

－ 25 50

（内、Ｂ種優先株式 
配当金） 

－ 37 74

（内、Ｃ種優先株式 
配当金） 

－ 166 403

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 (百万円) 

269 27 1,664

期中平均普通株式数 

(千株) 
60,207 259,501 99,162

期中平均転換株式数 

(千株) 
39,098 55,668 55,668

期中平均株式数(千株) 99,305 315,170 154,830

潜在株式調整後１株 

当たり中間(当期)純利益 

中間（当期）純利益調整額 

（百万円） 
－ － －

普通株式増加数 (千株) 641 － －

（内、新株予約権） 641 － －

（内、Ｃ種優先株式） － － －

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含
めなかった潜在株式の概要 

―――――――― ―――――――― 新株予約権 
臨時株式総会の特別 
決議日 
 平成18年11月16日 
 新株予約権 
 （3,031,835個） 
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（４）平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（平成 20 年２月 15 日開示） 

 

【１ページ】  

１. 平成 20 年 3 月期第３四半期の連結業績（平成 19 年 4 月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

＜訂正前＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

  円  銭 円  銭

20 年３月期第３四半期     △31.57 － 

19 年３月期第３四半期  10.02 9.86 

19 年３月期  △6.40 － 

 

(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

20 年３月期第３四半期 291,602 72,087 24.1 176.84

19 年３月期第３四半期 73,169 19,881 23.7 193.06

19 年３月期 304,691 76,082 24.1 190.39

 

＜訂正後＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

  円  銭 円  銭

20 年３月期第３四半期     △30.24 － 

19 年３月期第３四半期  10.02 9.86 

19 年３月期  △12.04 － 

 

(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

20 年３月期第３四半期 291,602 72,087 24.1 177.38

19 年３月期第３四半期 73,169 19,881 23.7 193.06

19 年３月期 304,691 76,082 24.1 189.61
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（５）平成 20 年３月期 決算短信（平成 20 年５月 23 日開示） 

 

【１ページ】  

１. 平成 20 年 3 月期の連結業績（平成 19 年 4 月１日～平成 20 年 3 月 31 日） 

＜訂正前＞ 

(1)連結経営成績 

  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  ％ ％  ％ 

20 年３月期 △137.91 － △58.4 △3.1 1.1 

19 年３月期 △6.40 － △1.5 △0.1 2.3 

 

(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

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 81.94

19 年３月期 304,691 76,082 24.1 190.39

 

＜訂正後＞ 

(1)連結経営成績 

  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  ％ ％  ％ 

20 年３月期 △135.95 － △58.4 △3.1 1.1 

19 年３月期 △12.04 － △1.5 △0.1 2.3 

 

(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

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 83.11

19 年３月期 304,691 76,082 24.1 189.61
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【２ページ】 

 （参考）個別業績の概要 

１．平成 20 年 3 月期の個別業績（平成 19 年 4 月１日～平成 20 年 3 月 31 日） 

＜訂正前＞ 

(１) 個別経営成績 

  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

20 年３月期 △124.71 －

19 年３月期  12.06 11.26 

 

（2)  個別財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円  銭

20 年３月期 79,629 40,100 50.1 57.93 

19 年３月期 110,642 71,390 64.4 182.81 

 

 

＜訂正後＞ 

(１) 個別経営成績 

  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

20 年３月期 △122.75 －

19 年３月期  10.75 －

 

（2)  個別財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円  銭

20 年３月期 79,629 40,100 50.1 59.11 

19 年３月期 110,642 71,390 64.4 182.03 
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【55 ページ】  

（１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 190.39円

 

１株当たり純資産額 81.94円

 

１株当たり当期純損失 6.40円

 

１株当たり当期純損失 137.91円

 
（注) １ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

1 株当たり当期純損失金額 

当期純損失（△）    (百万円) 665 34,818

普通株主に帰属しない金額(百万円) 325 968

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） 74 74

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 

償還差額当期負担分） 
200 843

普通株式に係る当期純損失（△）  

            (百万円) 
991 35,786

期中平均普通株式数(千株) 99,162 259,497

期中平均転換株式数(千株) 55,668 －

期中平均株式数(千株) 154,830 259,497

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 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 

――――――――――― 
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＜訂正後＞ 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 189.61円

 

１株当たり純資産額 83.11円

 

１株当たり当期純損失 12.04円

 

１株当たり当期純損失 135.95円

 
（注) １ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

1 株あたり当期純損失金額 

当期純損失（△）    (百万円) 665 34,818

普通株主に帰属しない金額(百万円) 528 461

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） 74 74

（内、Ｃ種優先株式配当金） 403 336

普通株式に係る当期純損失（△）  

            (百万円) 
1,193 35,279

期中平均普通株式数(千株) 99,162 259,497

期中平均転換株式数(千株) － －

期中平均株式数(千株) 99,162 259,497

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 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 

――――――――――― 
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【71 ページ】  

（１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 182.81円 １株当たり純資産額 57.93円 

１株当たり当期純利益金額 12.06円 １株当たり当期純損失金額 124.71円 

潜在株式調整後１株当たり純利益 11.26円   

（注）１ 当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜株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。 

２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  

前事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額又は 

純損失金額（△） 
 

当期純利益又は当期純損失（△）    

(百万円)        
2,192 △31,393 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 325 968 

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50 

（内、Ｂ種優先株式配当金） 74 74 

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 

償還差額当期負担分） 
200 843 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）(百万円) 
1,866 △32,361 

期中平均普通株式数(千株) 99,162 259,497 

期中平均転換株式数(千株) 55,668 ― 

期中平均株式数(千株) 154,830 259,497 

潜在調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額（百万円） 325 ― 

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 ― 

（内、Ｂ種優先株式配当金） 74 ― 

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 

償還差額当期負担分） 
200 ― 

 普通株式増加数（千株） 39,922 ― 

 （内、新株予約権（千株）） 1,447 ― 

 （内、Ｃ種優先株式（千株）） 38,474 ― 

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 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 

――――――――――― 
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＜訂正後＞ 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 182.03円 １株当たり純資産額 59.11円 

１株当たり当期純利益金額 10.75円 １株当たり当期損失金額 122.75円 

（注）１ 前事業年度の潜在株式調整後１株当たり純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜株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。 

 ２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  

前事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額又は 

純損失金額（△） 
 

当期純利益又は当期純損失（△）    

(百万円)        
2,192 △31,393 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 528 461 

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50 

（内、Ｂ種優先株式配当金） 74 74 

（内、Ｃ種優先株式配当金） 403 336 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）(百万円) 
1,664 △31,854 

期中平均普通株式数(千株) 99,162 259,497 

期中平均転換株式数(千株) 55,668 ― 

期中平均株式数(千株) 154,830 259,497 

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 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 

――――――――――― 

 

20/29



 

（６）平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（平成 20 年８月８日開示） 

 

【１ページ】  

１. 平成 21 年 3 月期第１四半期の連結業績（平成 20 年 4 月１日～平成 20 年６月 30 日） 

＜訂正前＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり四半期 

純利益 

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益 

  円  銭 円  銭

21 年３月期第１四半期     △5.40 － 

20 年３月期第１四半期  △3.53 － 

 

(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

21 年３月期第１四半期 249,751 46,543 18.0 77.07

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 81.94

 

＜訂正後＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり四半期 

純利益 

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益 

  円  銭 円  銭

21 年３月期第１四半期     △4.88 － 

20 年３月期第１四半期  △3.06 － 

 

(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

21 年３月期第１四半期 249,751 46,543 18.0 78.77

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 83.11
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（７）平成 21 年３月期 第２四半期決算短信（平成 20 年 11 月 26 日開示） 

 

【１ページ】  

１. 平成 21 年 3 月期第２四半期の連結業績（平成 20 年 4 月１日～平成 20 年９月 30 日） 

＜訂正前＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり四半期 

純利益 

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益 

  円  銭 円  銭

21 年３月期第２四半期 △47.59 － 

20 年３月期第２四半期 △12.62 － 

 

(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

21 年３月期第２四半期 230,525 33,143 13.7 22.31

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 81.94

 

＜訂正後＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり四半期 

純利益 

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益 

  円  銭 円  銭

21 年３月期第２四半期 △46.56 － 

20 年３月期第２四半期 △11.67 － 

 

(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

21 年３月期第２四半期 230,525 33,143 13.7 24.37

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 83.11
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（８）平成 21 年３月期 第３四半期決算短信（平成 21 年２月 13 日開示） 

 

【１ページ】  

１. 平成 21 年 3 月期第３四半期の連結業績（平成 20 年 4 月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 

＜訂正前＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり四半期 

純利益 

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益 

  円  銭 円  銭

21 年３月期第３四半期 40.90 39.73 

20 年３月期第３四半期 △31.57 － 

 

(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

21 年３月期第３四半期 189,594 57,578 29.6 94.04

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 81.94

 

＜訂正後＞ 

(1)連結経営成績 

  
１株当たり四半期 

純利益 

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益 

  円  銭 円  銭

21 年３月期第３四半期 31.40 30.66 

20 年３月期第３四半期 △30.24 － 

 

(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

21 年３月期第３四半期 189,594 57,578 29.6 94.80

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 83.11
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（９）平成 21 年３月期 決算短信（平成 2１年 5 月 29 日開示） 

 

【１ページ】  

１. 平成 21 年 3 月期の連結業績（平成 20 年 4 月１日～平成 21 年 3 月 31 日） 

＜訂正前＞ 

(1)連結経営成績 

  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  ％ ％  ％ 

21 年３月期     △71.60 －  △74.7  △6.2  △1.4 

20 年３月期  △137.91 －  △58.4  △3.1  1.1 

 

(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

21 年３月期 150,410 17,613 10.8 2.51

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 81.94

 

＜訂正後＞ 

(1)連結経営成績 

  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  ％ ％  ％ 

21 年３月期     △70.82 －  △74.7  △6.2  △1.4 

20 年３月期  △135.95 －  △58.4  △3.1  1.1 

 

(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

21 年３月期 150,410 17,613 10.8 3.43

20 年３月期 242,886 47,692 18.9 83.11
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【１ページ】  

３. 平成 22 年 3 月期の連結業績予想（平成 21 年 4 月１日～平成 22 年 3 月 31 日） 

＜訂正前＞                    （%表示は通期は対前期、第 2 四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり当期

純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期  24,800  △82.0  △2,000 －  △2,700 －  △2,700 －  △6.76

連結累計期間

通期  60,200 △72.5  △300 －  △1,300 －  △1,400 －  △4.53

 

＜訂正後＞                    （%表示は通期は対前期、第 2 四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり当期

純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期  24,800  △82.0  △2,000 －  △2,700 －  △2,700 －  △6.44

連結累計期間

通期  60,200 △72.5  △300 －  △1,300 －  △1,400 －  △3.87

 
 

 

【２ページ】 

 （参考）個別業績の概要 

１．平成 21 年 3 月期の個別業績（平成 20 年 4 月１日～平成 2１年 3 月 31 日） 

＜訂正前＞ 

(１) 個別経営成績 

  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

21 年３月期     △97.28 － 

20 年３月期  △124.71 － 

 

（2)  個別財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円  銭

21 年３月期 45,945 16,061   34.4 1.69 

20 年３月期 79,629 40,100 50.1 57.93 

 

 

＜訂正後＞ 

(１) 個別経営成績 

  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

21 年３月期     △96.50 － 

20 年３月期  △122.75 － 

 

（2)  個別財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円  銭

21 年３月期 45,945 16,061   34.4 2.60 

20 年３月期 79,629 40,100 50.1 59.11 
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【２ページ】  

（参考）個別業績の概要 

２．平成 22 年 3 月期の個別業績予想（平成 2１年 4 月１日～平成 22 年 3 月 31 日） 

＜訂正前＞                    （%表示は通期は対前期、第 2 四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期  12,300  △50.4  △50 －  △300 －  △350 －  △1.38

累計期間 

通期  27,500  △31.7  600  △66.0  200  △82.3  300 －  △0.64

 

＜訂正後＞                    （%表示は通期は対前期、第 2 四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期  12,300  △50.4  △50 －  △300 －  △350 －  △1.06

累計期間 

通期  27,500  △31.7  600  △66.0  200  △82.3  300 －  0.02

 

 

 

【51 ページ】  

（１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 

  

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 81.94 円 2.51 円

１株当たり当期純損失（△） △137.91 円 △71.60 円

（注) １ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日) 

当期純損失（△）    (百万円) △34,818 △23,251

普通株主に帰属しない金額(百万円) 968 544

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） 74 74

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 

償還差額当期負担分） 
843 420

普通株式に係る当期純損失（△）  

            (百万円) 
△35,786 △23,796

期中平均普通株式数(千株) 259,497 332,333

期中平均転換株式数(千株) － －

期中平均株式数(千株) 259,497 332,333

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＞ 

  

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 83.11 円 3.43 円

１株当たり当期純損失（△） △135.95 円 △70.82 円

（注) １ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日) 

当期純損失（△）    (百万円) △34,818 △23,251

普通株主に帰属しない金額(百万円) 461 284

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） 74 74

（内、Ｃ種優先株式配当金） 336 159

普通株式に係る当期純損失（△）  

            (百万円) 
△35,279 △23,536

期中平均普通株式数(千株) 259,497 332,333

期中平均転換株式数(千株) － －

期中平均株式数(千株) 259,497 332,333

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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【64 ページ】  

（１株当たり情報） 

＜訂正前＞ 

  

  

  

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日) 

 １株当たり純資産額 57.93円 1.69円 

 １株当たり純損失（△） △124.71円 △97.28円 

 （注）１ 前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜株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。 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日) 

当期純損失（△）    (百万円)        △31,393 △31,783

普通株主に帰属しない金額(百万円) 968 544

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） 74 74

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 

償還差額当期負担分） 
843 420

普通株式に係る当期純損失（△） 

            (百万円) 
△32,361 △32,328

期中平均普通株式数(千株) 259,497 332,334

期中平均転換株式数(千株) － －

期中平均株式数(千株) 259,497 332,334

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＞ 

  

  

  

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日) 

 １株当たり純資産額 59.11円 2.60円 

 １株当たり純損失（△） △122.75円 △96.50円 

 （注）１ 前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜株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。 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日) 

当期純損失（△）    (百万円)        △31,393 △31,783

普通株主に帰属しない金額(百万円) 461 284

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） 74 74

（内、Ｃ種優先株式配当金） 336 159

普通株式に係る当期純損失（△） 

            (百万円) 
△31,854 △32,068

期中平均普通株式数(千株) 259,497 332,334

期中平均転換株式数(千株) － －

期中平均株式数(千株) 259,497 332,334

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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代表者 （役職名） 代表執行役社長 （氏名） 入交 昭一郎
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定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日
配当支払開始予定日 ―

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 218,806 △30.7 △3,145 ― △12,200 ― △23,251 ―
20年3月期 315,885 116.8 3,340 1.9 △8,602 ― △34,818 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △70.82 ― △74.7 △6.2 △1.4
20年3月期 △135.95 ― △58.4 △3.1 1.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  407百万円 20年3月期  206百万円

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

21年3月期 150,410 17,613 10.8 3.43
20年3月期 242,886 47,692 18.9 83.11

（参考） 自己資本   21年3月期  32,136百万円 20年3月期  46,073百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △670 △7,737 7,449 5,350
20年3月期 9,771 △14,815 3,234 6,259

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

24,800 △82.0 △2,000 ― △2,700 ― △2,700 ― △6.44

通期 60,200 △72.5 △300 ― △1,300 ― △1,400 ― △3.87

1



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、51ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 437,446,163株 20年3月期 259,907,537株
② 期末自己株式数 21年3月期  452,406株 20年3月期  415,335株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 40,238 △28.9 1,763 △13.2 1,131 △28.9 △31,783 ―
20年3月期 56,609 14.3 2,032 19.7 1,589 38.7 △31,393 ―

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

21年3月期 △96.50 ―
20年3月期 △122.75 ―

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

21年3月期 45,945 16,061 34.4 2.60
20年3月期 79,629 40,100 50.1 59.11

（参考） 自己資本 21年3月期  15,817百万円 20年3月期  39,844百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

12,300 △50.4 △50 ― △300 ― △350 ― △1.06

通期 27,500 △31.7 600 △66.0 200 △82.3 300 ― 0.02
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