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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 21,920 △17.8 △334 ― △662 ― △1,217 ―

20年3月期 26,663 3.3 △469 ― △672 ― △898 ―

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 △13.05 ― △295.1 △8.0 △1.5

20年3月期 △27.24 ― △262.7 △6.1 △1.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  1百万円 20年3月期  △11百万円

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 7,144 404 5.7 2.67
20年3月期 9,453 420 4.4 10.58

（参考） 自己資本  21年3月期  404百万円 20年3月期  420百万円

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 260 161 △469 117
20年3月期 114 330 △839 164

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）

― ― ― ― ― ―

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

9,717 △15.1 53 ― △64 ― △120 ― △0.79

通期 19,731 △10.0 372 ― 164 ― 85 ― 0.56



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、25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の変更」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）の算定の基礎となる株式数については、46ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 151,451,750株 20年3月期 39,791,750株

② 期末自己株式数 21年3月期 54,990株 20年3月期 54,140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 20,429 △17.9 △329 ― △658 ― △1,215 ―

20年3月期 24,885 2.4 △432 ― △644 ― △771 ―

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 △13.02 ―

20年3月期 △23.39 ―

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 6,892 605 8.8 4.00
20年3月期 9,082 621 6.8 15.65

（参考） 自己資本 21年3月期  605百万円 20年3月期  621百万円

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 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によって予想数値と異なる可能
性があります。なお、上記業績予想に関する事項については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」を参照してください。 

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

9,313 △12.9 56 ― △62 ― △116 ― △0.77

通期 18,880 △7.6 360 ― 151 ― 74 ― 0.49



















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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  448,347 ※1  137,268

受取手形及び売掛金 ※1  1,763,519 1,102,126

たな卸資産 ※1  566,933 －

商品 － ※1  349,892

貯蔵品 － 22,689

その他 920,370 ※1  521,135

貸倒引当金 △73,882 △80,394

流動資産合計 3,625,287 2,052,719

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,898,338 3,588,553

減価償却累計額 △1,506,143 △1,597,403

建物及び構築物（純額） ※1  2,392,195 ※1  1,991,150

機械装置及び運搬具 36,128 44,293

減価償却累計額 △29,313 △35,370

機械装置及び運搬具（純額） 6,815 8,923

工具、器具及び備品 509,009 498,499

減価償却累計額 △411,974 △433,347

工具、器具及び備品（純額） 97,034 65,152

土地 ※1  317,525 ※1  317,525

有形固定資産合計 2,813,570 2,382,751

無形固定資産   

のれん 524,051 497,073

その他 81,221 ※1  79,569

無形固定資産合計 605,273 576,643

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  24,317 12,740

長期貸付金 206,169 154,306

差入保証金 ※1  1,834,412 ※1  1,553,994

その他 ※1  268,710 ※1  315,791

貸倒引当金 △27,759 △103,476

投資その他の資産合計 2,305,850 1,933,357

固定資産合計 5,724,695 4,892,751

繰延資産   

株式交付費 103,032 198,579

繰延資産合計 103,032 198,579

資産合計 9,453,015 7,144,049



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,164,399 1,393,096

短期借入金 ※1  1,857,183 ※1  1,010,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,004,173 ※1  1,206,001

未払法人税等 36,176 40,825

賞与引当金 11,363 15,919

1年内償還予定の社債 ※1  155,000 ※1  155,000

未払金 ※1  1,465,400 ※1  1,636,282

その他 324,047 245,456

流動負債合計 7,017,744 5,702,580

固定負債   

社債 ※1  225,000 ※1  70,000

長期借入金 ※1  1,145,863 ※1  561,738

繰延税金負債 1,089 －

その他 ※1  642,832 ※1  405,028

固定負債合計 2,014,785 1,036,767

負債合計 9,032,529 6,739,348

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,761,692 2,323,272

資本剰余金 1,732,848 2,374,344

利益剰余金 △3,060,180 △4,277,875

自己株式 △12,252 △12,302

株主資本合計 422,107 407,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,621 △2,737

評価・換算差額等合計 △1,621 △2,737

純資産合計 420,485 404,701

負債純資産合計 9,453,015 7,144,049



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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) 

売上高 26,663,770 21,920,610

売上原価 17,366,425 13,154,118

売上総利益 9,297,344 8,766,492

販売費及び一般管理費 ※1  9,766,466 ※1  9,100,785

営業損失（△） △469,121 △334,293

営業外収益   

受取利息 22,313 7,002

受取配当金 228 261

受取手数料 56,460 48,077

持分法による投資利益 － 1,881

違約金収入 － 16,238

その他 50,912 41,838

営業外収益合計 129,915 115,300

営業外費用   

支払利息 191,993 162,431

持分法による投資損失 11,343 －

株式交付費償却 － 101,603

賃借料 66,608 48,092

支払手数料 － 78,181

その他 63,283 53,502

営業外費用合計 333,229 443,811

経常損失（△） △672,436 △662,804

特別利益   

固定資産売却益 ※2  178,184 ※2  5,690

受取補償金 50,000 38,885

新株予約権戻入益 30,340 －

その他 24,295 1,567

特別利益合計 282,820 46,143

特別損失   

固定資産売却損 ※3  423 ※3  1,241

貸倒引当金繰入額 － 59,340

減損損失 ※5  227,268 ※5  154,872

店舗閉鎖損失 ※4  164,418 ※4  284,725

その他 94,124 76,168

特別損失合計 486,236 576,348

税金等調整前当期純損失（△） △875,852 △1,193,009

法人税、住民税及び事業税 22,577 24,685

法人税等合計 22,577 24,685

当期純損失（△） △898,429 △1,217,695



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,251,820 1,761,692

当期変動額   

新株の発行 509,872 561,580

当期変動額合計 509,872 561,580

当期末残高 1,761,692 2,323,272

資本剰余金   

前期末残高 1,222,976 1,732,848

当期変動額   

新株の発行 509,872 550,820

会社分割による増加 － 90,676

当期変動額合計 509,872 641,496

当期末残高 1,732,848 2,374,344

利益剰余金   

前期末残高 △2,204,258 △3,060,180

当期変動額   

当期純損失（△） △898,429 △1,217,695

連結子会社減少による増加額 56,217 －

連結子会社減少による減少額 △13,710 －

当期変動額合計 △855,922 △1,217,695

当期末残高 △3,060,180 △4,277,875

自己株式   

前期末残高 △11,636 △12,252

当期変動額   

自己株式の取得 △616 △49

当期変動額合計 △616 △49

当期末残高 △12,252 △12,302

株主資本合計   

前期末残高 258,901 422,107

当期変動額   

新株の発行 1,019,745 1,112,400

当期純損失（△） △898,429 △1,217,695

自己株式の取得 △616 △49

連結子会社減少による増加額 56,217 －

連結子会社減少による減少額 △13,710 －

会社分割による増加 － 90,676

当期変動額合計 163,206 △14,668

当期末残高 422,107 407,439



（単位：千円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,462 △1,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,084 △1,115

当期変動額合計 △5,084 △1,115

当期末残高 △1,621 △2,737

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1,114 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,114 －

当期変動額合計 △1,114 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △63 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 63 －

当期変動額合計 63 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,513 △1,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,135 △1,115

当期変動額合計 △6,135 △1,115

当期末残高 △1,621 △2,737

純資産合計   

前期末残高 263,415 420,485

当期変動額   

新株の発行 1,019,745 1,112,400

当期純損失（△） △898,429 △1,217,695

自己株式の取得 △616 △49

連結子会社減少による増加額 56,217 －

連結子会社減少による減少額 △13,710 －

会社分割による増加 － 90,676

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,135 △1,115

当期変動額合計 157,070 △15,784

当期末残高 420,485 404,701



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △875,852 △1,193,009

減価償却費 327,792 274,277

減損損失 227,268 154,872

のれん償却額 39,826 29,365

社債発行費償却 952 －

株式交付費償却 25,226 101,603

持分法による投資損益（△は益） 11,343 △1,881

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,428 1,902

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,905 52,303

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,280 －

受取利息及び受取配当金 △25,453 △7,264

支払利息 194,904 162,431

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,259

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,999

有形固定資産除売却損益（△は益） △177,760 △4,449

有形固定資産除却損 35,328 40,601

無形固定資産除却損 480 －

為替差損益（△は益） △8,960 －

違約金収入 － △5,400

受取補償金 △50,000 －

新株予約権戻入益 △30,340 －

店舗閉鎖損失 121,340 208,952

関係会社整理益 △2,865 －

関係会社整理損 46,820 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,054,815 1,147,718

その他の資産の増減額（△は増加） 88,404 250,404

たな卸資産の増減額（△は増加） 474,500 210,061

仕入債務の増減額（△は減少） △1,010,188 △906,257

その他の負債の増減額（△は減少） △297,639 △44,022

未払消費税等の増減額（△は減少） 51,632 △56,833

その他 △194 △591

小計 234,578 415,524

利息及び配当金の受取額 31,230 5,882

利息の支払額 △187,806 △141,010

補償金の受取額 50,000 －

法人税等の支払額 △13,352 △19,938

営業活動によるキャッシュ・フロー 114,650 260,459



（単位：千円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,211 △1,229

投資有価証券の売却による収入 － 9,859

有形固定資産の取得による支出 △391,548 △255,425

有形固定資産の売却による収入 586,779 21,595

無形固定資産の取得による支出 △875 △9,956

差入保証金の差入による支出 △9,400 △77,219

差入保証金の回収による収入 133,751 112,637

定期預金の預入による支出 △56,620 △34,803

定期預金の払戻による収入 97,875 298,379

貸付けによる支出 △63,188 △12,424

貸付金の回収による収入 49,848 75,512

預り保証金の返還による支出 － △20,799

預り保証金の受入による収入 － 24,054

保険積立金の解約による収入 － 30,515

連結子会社の清算による支出 △20,549 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△7,383 －

その他 12,939 619

投資活動によるキャッシュ・フロー 330,416 161,315

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 378,650 △847,183

長期借入れによる収入 133,164 657,962

長期借入金の返済による支出 △2,127,994 △1,040,258

社債の償還による支出 △155,000 △155,000

株式の発行による収入 901,576 915,249

新株予約権の発行による収入 30,340 －

自己株式の取得による支出 △616 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー △839,879 △469,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,737 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △396,549 △47,503

現金及び現金同等物の期首残高 561,199 164,650

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  164,650 ※1  117,146

































































５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  367,049 ※1  111,404

受取手形 6,846 1,788

売掛金 ※1,2  1,734,295 ※2  1,104,748

商品 ※1  403,639 ※1  338,026

貯蔵品 14,426 22,425

未着商品 ※1  137,575 －

前渡金 221 5,276

前払費用 210,646 75,000

未収入金 ※2  96,593 ※1,2  89,848

短期貸付金 ※2  161,728 ※2  84,432

預け金 364,900 174,724

その他 ※2  35,775 ※2  35,564

貸倒引当金 △105,136 △94,888

流動資産合計 3,428,562 1,948,351

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,773,143 3,513,589

減価償却累計額 △1,417,083 △1,513,267

建物（純額） ※1  2,356,059 ※1  2,000,321

構築物 63,531 21,947

減価償却累計額 △38,685 △12,928

構築物（純額） 24,845 ※1  9,018

機械及び装置 16,340 25,624

減価償却累計額 △12,455 △20,027

機械及び装置（純額） 3,885 5,597

工具、器具及び備品 442,992 435,811

減価償却累計額 △364,283 △382,146

工具、器具及び備品（純額） 78,709 53,665

土地 ※1  720,946 ※1  720,946

有形固定資産合計 3,184,446 2,789,549

無形固定資産   

借地権 41,410 ※1  41,410

商標権 － 557

ソフトウエア 23,809 22,198

その他 13,515 13,476

無形固定資産合計 78,735 77,642



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  24,317 12,740

関係会社株式 23,000 －

出資金 81 81

長期貸付金 43,818 13,042

関係会社長期貸付金 319,990 309,670

破産更生債権等 21,388 106,523

長期前払費用 66,121 33,075

保険積立金 ※1  167,291 ※1  136,775

差入保証金 ※1  1,800,382 ※1  1,520,198

その他 7,980 7,280

貸倒引当金 △186,501 △261,276

投資その他の資産合計 2,287,867 1,878,110

固定資産合計 5,551,049 4,745,302

繰延資産   

株式交付費 103,032 198,579

繰延資産合計 103,032 198,579

資産合計 9,082,644 6,892,233

負債の部   

流動負債   

支払手形 12,142 －

買掛金 ※2  2,137,710 1,384,960

短期借入金 ※1,2  1,857,183 ※1,2  1,010,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  889,970 ※1  1,106,053

未払金 ※1  1,368,734 ※1  1,560,080

未払費用 14,026 31,627

未払法人税等 34,218 38,894

前受金 19,695 31,862

預り金 50,091 18,417

前受収益 20,804 21,134

賞与引当金 10,962 15,919

1年内償還予定の社債 ※1  155,000 ※1  155,000

未払消費税等 158,920 99,542

その他 38,562 25,080

流動負債合計 6,768,023 5,498,572



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

社債 ※1  225,000 ※1  70,000

長期借入金 ※1  925,354 ※1  405,366

繰延税金負債 1,089 －

長期割賦未払金 ※1  419,705 ※1  213,004

長期預り保証金 － 75,111

その他 121,510 24,351

固定負債合計 1,692,660 787,833

負債合計 8,460,683 6,286,406

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,761,692 2,323,272

資本剰余金   

資本準備金 1,785,190 2,336,010

その他資本剰余金 － 88,289

資本剰余金合計 1,785,190 2,424,299

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,911,046 △4,126,705

利益剰余金合計 △2,911,046 △4,126,705

自己株式 △12,252 △12,302

株主資本合計 623,583 608,564

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,621 △2,737

評価・換算差額等合計 △1,621 △2,737

純資産合計 621,961 605,826

負債純資産合計 9,082,644 6,892,233



（２）損益計算書 

（単位：千円）

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) 

売上高 24,885,531 20,429,370

売上原価   

商品期首たな卸高 815,599 －

当期商品仕入高 16,674,731 －

合計 17,490,331 －

商品期末たな卸高 403,639 －

商品売上原価 17,086,691 －

売上原価 － 12,993,044

売上総利益 7,798,839 7,436,326

販売費及び一般管理費   

販売手数料 5,616 －

広告宣伝費 327,809 241,838

荷造運賃 277,152 226,719

保管料 73,015 47,545

貸倒引当金繰入額 24,702 －

役員報酬 87,250 84,030

給料及び手当 3,237,476 3,006,218

賞与引当金繰入額 10,962 13,265

退職給付費用 3,994 6,016

福利厚生費 300,685 304,551

賃借料 1,601,585 1,494,597

接待交際費 14,575 15,824

旅費及び交通費 143,877 148,434

通信費 59,223 53,748

消耗品費 321,661 294,902

支払手数料 542,356 621,803

水道光熱費 522,526 509,295

租税公課 93,295 98,021

減価償却費 212,812 194,479

その他 370,705 404,863

販売費及び一般管理費合計 8,231,286 7,766,155

営業損失（△） △432,447 △329,828

営業外収益   

受取利息 20,635 5,512

受取配当金 217 249

受取手数料 57,810 48,795

違約金収入 － 16,238

その他 32,511 34,800

営業外収益合計 111,174 105,596



（単位：千円）

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) 

営業外費用   

支払利息 180,721 151,265

社債利息 3,206 2,874

社債発行費償却 952 －

株式交付費償却 － 101,603

賃借料 66,608 48,092

支払手数料 － 78,181

その他 71,992 52,502

営業外費用合計 323,481 434,519

経常損失（△） △644,754 △658,752

特別利益   

固定資産売却益 ※1  178,184 ※1  5,690

貸倒引当金戻入額 － 7,416

受取補償金 50,000 38,885

新株予約権戻入益 30,340 －

その他 35,406 1,567

特別利益合計 293,930 53,559

特別損失   

固定資産売却損 ※2  423 ※2  1,194

貸倒引当金繰入額 － 59,340

店舗閉鎖損失 ※3  151,622 ※3  282,007

減損損失 ※4  213,229 ※4  154,872

その他 35,383 90,296

特別損失合計 400,659 587,712

税引前当期純損失（△） △751,483 △1,192,904

法人税、住民税及び事業税 19,945 22,754

法人税等合計 19,945 22,754

当期純損失（△） △771,429 △1,215,658





（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,251,820 1,761,692

当期変動額   

新株の発行 509,872 561,580

当期変動額合計 509,872 561,580

当期末残高 1,761,692 2,323,272

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,275,318 1,785,190

当期変動額   

新株の発行 509,872 550,820

当期変動額合計 509,872 550,820

当期末残高 1,785,190 2,336,010

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

会社分割による増加 － 88,289

当期変動額合計 － 88,289

当期末残高 － 88,289

資本剰余金合計   

前期末残高 1,275,318 1,785,190

当期変動額   

新株の発行 509,872 550,820

会社分割による増加 － 88,289

当期変動額合計 509,872 639,109

当期末残高 1,785,190 2,424,299

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 △2,139,617 △2,911,046

当期変動額   

当期純損失（△） △771,429 △1,215,658

当期変動額合計 △771,429 △1,215,658

当期末残高 △2,911,046 △4,126,705

利益剰余金合計   

前期末残高 △2,136,617 △2,911,046

当期変動額   

当期純利益 △771,429 △1,215,658

当期変動額合計 △771,429 △1,215,658

当期末残高 △2,911,046 △4,126,705

自己株式   

前期末残高 △11,636 △12,252

当期変動額   

自己株式の取得 △616 △49

当期変動額合計 △616 △49

当期末残高 △12,252 △12,302



（単位：千円）

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) 

株主資本合計   

前期末残高 375,884 623,583

当期変動額   

新株の発行 1,019,745 1,112,400

当期純損失（△） △771,429 △1,215,658

自己株式の取得 △616 △49

会社分割による増加 － 88,289

当期変動額合計 247,699 △15,019

当期末残高 623,583 608,564

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,462 △1,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,084 △1,115

当期変動額合計 △5,084 △1,115

当期末残高 △1,621 △2,737

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1,114 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,114 －

当期変動額合計 △1,114 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,577 △1,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,199 △1,115

当期変動額合計 △6,199 △1,115

当期末残高 △1,621 △2,737

純資産合計   

前期末残高 380,461 621,961

当期変動額   

新株の発行 1,019,745 1,112,400

当期純損失（△） △771,429 △1,215,658

自己株式の取得 △616 △49

会社分割による増加 － 88,289

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,199 △1,115

当期変動額合計 241,499 △16,134

当期末残高 621,961 605,826




































	シンワオックス㈱(2654)平成21年３月期　決算短信: シンワオックス㈱(2654)平成21年３月期　決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -
	- 26 -: - 26 -
	- 27 -: - 27 -
	- 28 -: - 28 -
	- 29 -: - 29 -
	- 30 -: - 30 -
	- 31 -: - 31 -
	- 32 -: - 32 -
	- 33 -: - 33 -
	- 34 -: - 34 -
	- 35 -: - 35 -
	- 36 -: - 36 -
	- 37 -: - 37 -
	- 38 -: - 38 -
	- 39 -: - 39 -
	- 40 -: - 40 -
	- 41 -: - 41 -
	- 42 -: - 42 -
	- 43 -: - 43 -
	- 44 -: - 44 -
	- 45 -: - 45 -
	- 46 -: - 46 -
	- 47 -: - 47 -
	- 48 -: - 48 -
	- 49 -: - 49 -
	- 50 -: - 50 -
	- 51 -: - 51 -
	- 52 -: - 52 -
	- 53 -: - 53 -
	- 54 -: - 54 -
	- 55 -: - 55 -
	- 56 -: - 56 -
	- 57 -: - 57 -
	- 58 -: - 58 -
	- 59 -: - 59 -
	- 60 -: - 60 -
	- 61 -: - 61 -
	- 62 -: - 62 -
	- 63 -: - 63 -
	- 64 -: - 64 -
	- 65 -: - 65 -
	- 66 -: - 66 -
	- 67 -: - 67 -
	- 68 -: - 68 -
	- 69 -: - 69 -
	- 70 -: - 70 -
	- 71 -: - 71 -
	- 72 -: - 72 -
	- 73 -: - 73 -


