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（百万円未満切捨て）

1． 平成21年9月期 第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日）

（訂正前）

（1）連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

年9月期 第3四半期

年9月期 第3四半期

1株当たり四半期純利益

円 銭 円 銭

年9月期 第3四半期

年9月期 第3四半期

（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

年9月期 第3四半期

年9月期

（参考）自己資本 年9月期 第3四半期 百万円 年9月期 百万円

（訂正後）

（1）連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

年9月期 第3四半期

年9月期 第3四半期

1株当たり四半期純利益

円 銭 円 銭

年9月期 第3四半期

年9月期 第3四半期

（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

年9月期 第3四半期

年9月期

（参考）自己資本 年9月期 第3四半期 百万円 年9月期 百万円4,37921

－ △ 13.9 △ 39 － △ 90

20 5,528

20

－

－ 

21

21

13,176

13,654

373.7420 5,600 54.710,108

△ 632

330.10

潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益

△ 44.29 －

－

10,746 4,457 40.8

△ 7.17

330.10

20 10,128 5,642 55.0 376.58

－ 

－ 

21 10,746 4,457 40.8

△ 9.69 －

－ 

△ 10.7 △ 141

△ 280 － 

△ 127 － 

－ △ 2387 － 

△ 105

－ 

21 13,509

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年9月期　第3四半期決算短信」の一部訂正について

記

－ △ 34

　当社は、平成21年12月15日付「過去の業績に影響を与える可能性のある事象の発生および調査委員会の設置に関するお知
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、訂正箇所には下線を付して表示しております。

△ 674

4,379 5,57020

△ 76

－

潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益

－ 

会 社 名 ア ジ ア 航 測 株 式 会 社

21

21

20

20 13,006

21

20

△ 47.24
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定性的情報・財務諸表等 

（訂正前） 

 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 
（省略） 

 

その結果、当第３四半期連結会計期間における業績は、受注高が 50 億 40 百万円（前年同期比

8.6％増）、売上高が 32 億 53 百万円（前年同期比6.5％増）となりました。 
利益面におきましては、売上高の増加と、販売費及び一般管理費の削減に努めたものの、営業

損益は５億 63 百万円の損失（前年同期は６億 51 百万円の損失）となり、また、アドバイザリー

手数料 70 百万円を営業外費用に計上したこと等により、経常損益は６億 54 百万円の損失（前年

同期は６億 79 百万円の損失）、四半期純損益は６億 66 百万円の損失（前年同期は５億８百万円の

損失）となりました。 
 なお、当第３四半期連結累計期間においては、受注高が 146 億 32 百万円（前年同期比 20.8％
増）、売上高が135 億９百万円（前年同期比3.9％増）となりました。営業損益は34 百万円の損失

（前年同期は76 百万円の損失）、また、持分法による投資損失やアドバイザリー手数料の計上等

により経常損益は２億 80 百万円の損失（前年同期は１億 27 百万円の損失）となり、四半期純損

益は貸倒引当金繰入額の計上等により６億 74 百万円の損失（前年同期は１億 41 百万円の損失）

となりました。 
（省略） 

 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比較し６億 17百万円増加の 107

億 46 百万円となりました。これは主として、売掛金の回収等により現金及び預金が増加したこ

とによるものであります。 
 負債合計は、前連結会計年度末に比較し18 億２百万円増加の 62 億 88 百万円となりました。

これは主として、前受金や退職給付引当金が増加したことによるものであります。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比較し11億84百万円減少の44億57百万円となりました。

これは主として、自己株式の取得及び利益剰余金の減少によるものであります。 
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（訂正後） 

 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 
（省略） 

 

その結果、当第３四半期連結会計期間における業績は、受注高が 50 億 40 百万円（前年同期比

8.6％増）、売上高が 32 億 53 百万円（前年同期比17.2％増）となりました。 
利益面におきましては、売上高の増加と、販売費及び一般管理費の削減に努めたものの、営業

損益は５億 63 百万円の損失（前年同期は７億 59 百万円の損失）となり、また、アドバイザリー

手数料 70 百万円を営業外費用に計上したこと等により、経常損益は６億 54 百万円の損失（前年

同期は７億 87 百万円の損失）、四半期純損益は６億 66 百万円の損失（前年同期は６億 16 百万円

の損失）となりました。 
 なお、当第３四半期連結累計期間においては、受注高が 146 億 32 百万円（前年同期比 20.8％
増）、売上高が136 億 54 百万円（前年同期比3.6％増）となりました。営業損益は７百万円の利

益（前年同期は39 百万円の損失）、また、持分法による投資損失やアドバイザリー手数料の計上

等により経常損益は２億 38 百万円の損失（前年同期は90 百万円の損失）となり、四半期純損益

は貸倒引当金繰入額の計上等により６億 32 百万円の損失（前年同期は１億５百万円の損失）と

なりました。 
（省略） 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比較し６億 37百万円増加の 107

億 46 百万円となりました。これは主として、売掛金の回収等により現金及び預金が増加したこ

とによるものであります。 
 負債合計は、前連結会計年度末に比較し17 億 80 百万円増加の 62 億 88 百万円となりました。

これは主として、前受金や退職給付引当金が増加したことによるものであります。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比較し11億42百万円減少の44億57百万円となりました。

これは主として、自己株式の取得及び利益剰余金の減少によるものであります。 
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５．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

  （単位：千円）

 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年９月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,101,225 1,487,245 

受取手形及び売掛金 299,383 1,563,896 

仕掛品 3,192,745 3,186,518 

原材料及び貯蔵品 1,916 4,202 

繰延税金資産 254,652 357,556 

その他 240,752 527,605 

貸倒引当金 △5,955 △6,077 

流動資産合計 7,084,720 7,120,947 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 291,926 249,328 

航空機（純額） 80,277 64,182 

機械及び装置（純額） 298,791 259,967 

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 157,498 171,735 

土地 320,153 320,153 

その他（純額） 431,550 － 

有形固定資産合計 1,580,197 1,065,366 

無形固定資産   

ソフトウエア 376,680 277,827 

その他 218,619 95,332 

無形固定資産合計 595,299 373,160 

投資その他の資産   

投資有価証券 853,763 928,526 

長期貸付金 248,568 17,850 

繰延税金資産 47,336 23,716 

敷金及び保証金 462,166 504,160 

その他 115,809 102,535 

貸倒引当金 △241,535 △7,300 

投資その他の資産合計 1,486,109 1,569,489 

固定資産合計 3,661,606 3,008,016 

資産合計 10,746,326 10,128,963 
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  （単位：千円）

 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年９月30日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 213,645 572,941 

未払法人税等 52,119 65,063 

前受金 2,584,951 1,118,349 

賞与引当金 162,447 227,101 

受注損失引当金 121,053 82,350 

その他 668,549 595,831 

流動負債合計 3,802,767 2,661,637 

固定負債   

退職給付引当金 1,924,541 1,702,859 

役員退職慰労引当金 124,901 113,368 

繰延税金負債 2,886 3,990 

その他 433,770 4,882 

固定負債合計 2,486,100 1,825,101 

負債合計 6,288,867 4,486,738 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金 2,180,463 2,180,463 

利益剰余金 1,504,677 2,224,849 

自己株式 △602,181 △162,126 

株主資本合計 4,354,959 5,515,186 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,624 55,115 

評価・換算差額等合計 24,624 55,115 

少数株主持分 77,875 71,923 

純資産合計 4,457,459 5,642,225 

負債純資産合計 10,746,326 10,128,963 
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（訂正後） 
  （単位：千円）

 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年９月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,101,225 1,487,245 

受取手形及び売掛金 299,383 1,441,468 

仕掛品 3,192,745 3,288,790 

原材料及び貯蔵品 1,916 4,202 

繰延税金資産 254,652 357,556 

その他 240,752 527,605 

貸倒引当金 △5,955 △6,077 

流動資産合計 7,084,720 7,100,790 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 291,926 249,328 

航空機（純額） 80,277 64,182 

機械及び装置（純額） 298,791 259,967 

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 157,498 171,735 

土地 320,153 320,153 

その他（純額） 431,550 － 

有形固定資産合計 1,580,197 1,065,366 

無形固定資産   

ソフトウエア 376,680 277,827 

その他 218,619 95,332 

無形固定資産合計 595,299 373,160 

投資その他の資産   

投資有価証券 853,763 928,526 

長期貸付金 248,568 17,850 

繰延税金資産 47,336 23,716 

敷金及び保証金 462,166 504,160 

その他 115,809 102,535 

貸倒引当金 △241,535 △7,300 

投資その他の資産合計 1,486,109 1,569,489 

固定資産合計 3,661,606 3,008,016 

資産合計 10,746,326 10,108,807 
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  （単位：千円）

 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年９月30日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 213,645 572,941 

未払法人税等 52,119 65,063 

前受金 2,584,951 1,147,434 

賞与引当金 162,447 227,101 

受注損失引当金 121,053 82,350 

その他 668,549 588,618 

流動負債合計 3,802,767 2,683,507 

固定負債   

退職給付引当金 1,924,541 1,702,859 

役員退職慰労引当金 124,901 113,368 

繰延税金負債 2,886 3,990 

その他 433,770 4,882 

固定負債合計 2,486,100 1,825,101 

負債合計 6,288,867 4,508,608 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,272,000 1,272,000 

資本剰余金 2,180,463 2,180,463 

利益剰余金 1,504,677 2,182,822 

自己株式 △602,181 △162,126 

株主資本合計 4,354,959 5,473,159 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,624 55,115 

評価・換算差額等合計 24,624 55,115 

少数株主持分 77,875 71,923 

純資産合計 4,457,459 5,600,198 

負債純資産合計 10,746,326 10,108,807 

 

7



 

平成 21 年 9 月期第 3四半期決算短信【７ページ】 

(2) 四半期連結損益計算書 

（第 3四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

 （単位：千円）

 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日） 

 

売上高 13,509,902  

売上原価 10,524,112  

売上総利益 2,985,790  

販売費及び一般管理費 3,020,766  

営業損失（△） △34,976  

営業外収益   

受取利息 7,859  

受取配当金 9,595  

その他 23,803  

営業外収益合計 41,258  

営業外費用   

支払利息 30,921  

持分法による投資損失 100,865  

アドバイザリー手数料 97,500  

シンジケートローン手数料 31,250  

その他 25,821  

営業外費用合計 286,358  

経常損失（△） △280,076  

特別利益   

前期損益修正益 85,913  

固定資産売却益 1,418  

特別利益合計 87,331  

特別損失   

固定資産売却損 8,400  

固定資産除却損 6,669  

投資有価証券評価損 33,958  

関係会社株式売却損 41,765  

貸倒引当金繰入額 234,120  

その他 3,544  

特別損失合計 328,458  

税金等調整前四半期純損失（△） △521,203  

法人税等 146,885  

少数株主利益 6,565  

四半期純損失（△） △674,655  
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（訂正後） 
 （単位：千円）

 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日） 

 

売上高 13,654,200  

売上原価 10,626,383  

売上総利益 3,027,816  

販売費及び一般管理費 3,020,766  

営業利益 7,050  

営業外収益   

受取利息 7,859  

受取配当金 9,595  

その他 23,803  

営業外収益合計 41,258  

営業外費用   

支払利息 30,921  

持分法による投資損失 100,865  

アドバイザリー手数料 97,500  

シンジケートローン手数料 31,250  

その他 25,821  

営業外費用合計 286,358  

経常損失（△） △238,049  

特別利益   

前期損益修正益 85,913  

固定資産売却益 1,418  

特別利益合計 87,331  

特別損失   

固定資産売却損 8,400  

固定資産除却損 6,669  

投資有価証券評価損 33,958  

関係会社株式売却損 41,765  

貸倒引当金繰入額 234,120  

その他 3,544  

特別損失合計 328,458  

税金等調整前四半期純損失（△） △479,176  

法人税等 146,885  

少数株主利益 6,565  

四半期純損失（△） △632,628  
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 
 （単位：千円）

 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日） 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △521,203  

減価償却費 268,753  

持分法による投資損益（△は益） 100,865  

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,654  

受注損失引当金の増減額（△は減少） 38,703  

退職給付引当金の増減額（△は減少） 221,681  

貸倒引当金の増減額（△は減少） 234,113  

受取利息及び受取配当金 △17,455  

支払利息 30,921  

投資有価証券評価損益（△は益） 33,958  

関係会社株式売却損益（△は益） 41,765  

有形固定資産除却損 6,669  

有形固定資産売却損益（△は益） 8,400  

売上債権の増減額（△は増加） 1,264,894  

たな卸資産の増減額（△は増加） △913  

仕入債務の増減額（△は減少） △359,295  

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,704  

前受金の増減額（△は減少） 1,466,601  

その他 146,080  

小計 2,852,182  

利息及び配当金の受取額 20,557  

利息の支払額 △30,921  

法人税等の支払額 △56,420  

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,785,396  

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △929,356  

有形固定資産の売却による収入 20,188  

無形固定資産の取得による支出 △327,695  

長期貸付けによる支出 △1,200  

長期貸付金の回収による収入 4,632  

その他 3  

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,233,427  

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △599,655  

配当金の支払額 △45,516  

セール・アンド・リースバックによる収入 716,500  

リース債務の返済による支出 △8,509  

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,819  

現金及び現金同等物に係る換算差額 △808  

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,613,980  

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,245  

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,101,225  
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（訂正後） 

 （単位：千円）

 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日） 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △479,176  

減価償却費 268,753  

持分法による投資損益（△は益） 100,865  

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,654  

受注損失引当金の増減額（△は減少） 38,703  

退職給付引当金の増減額（△は減少） 221,681  

貸倒引当金の増減額（△は減少） 234,113  

受取利息及び受取配当金 △17,455  

支払利息 30,921  

投資有価証券評価損益（△は益） 33,958  

関係会社株式売却損益（△は益） 41,765  

有形固定資産除却損 6,669  

有形固定資産売却損益（△は益） 8,400  

売上債権の増減額（△は増加） 1,142,466  

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,357  

仕入債務の増減額（△は減少） △359,295  

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,489  

前受金の増減額（△は減少） 1,437,516  

その他 146,080  

小計 2,852,182  

利息及び配当金の受取額 20,557  

利息の支払額 △30,921  

法人税等の支払額 △56,420  

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,785,396  

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △929,356  

有形固定資産の売却による収入 20,188  

無形固定資産の取得による支出 △327,695  

長期貸付けによる支出 △1,200  

長期貸付金の回収による収入 4,632  

その他 3  

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,233,427  

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △599,655  

配当金の支払額 △45,516  

セール・アンド・リースバックによる収入 716,500  

リース債務の返済による支出 △8,509  

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,819  

現金及び現金同等物に係る換算差額 △808  

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,613,980  

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,245  

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,101,225  
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前年同四半期に係る財務諸表等 
（要約）四半期連結損益計算書 

（訂正前） 
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第３四半期） 科目 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 13,006 

Ⅱ 売上原価 9,934 

売上総利益 3,071 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,147 

営業損失（△） △76 

Ⅳ 営業外収益 46 

Ⅴ 営業外費用 97 

経常損失（△） △127 

Ⅵ 特別利益 54 

Ⅶ 特別損失 144 

税金等調整前四半期純損失（△） △218 

法人税、住民税及び事業税 44 

法人税等調整額 △120 

少数株主損失（△） △0 

四半期純損失（△） △141 
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（訂正後） 
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第３四半期） 科目 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 13,176 

Ⅱ 売上原価 10,068 

売上総利益 3,108 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,147 

営業損失（△） △39 

Ⅳ 営業外収益 46 

Ⅴ 営業外費用 97 

経常損失（△） △90 

Ⅵ 特別利益 54 

Ⅶ 特別損失 144 

税金等調整前四半期純損失（△） △181 

法人税、住民税及び事業税 44 

法人税等調整額 △120 

少数株主損失（△） △0 

四半期純損失（△） △105 
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６．その他の情報 

  受注及び販売の状況 

 

（訂正前） 
 

（省略） 
 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年 10 月１日～平成 20 年６月 30 日） 

業務区分 
前連結会計年 
度末受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

前年 
同期比
（％）

売上高 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

当第３四半期末
受注残高 
（千円） 

情報システム 7,008,503 7,523,676 △15.0 8,201,291 △17.7 6,330,889

コンサルタント 4,459,382 4,588,120 △0.8 4,804,733 4.5 4,242,769

合計 11,467,886 12,111,796 △10.1 13,006,024 △10.7 10,573,658

 
当第３四半期連結累計期間（平成 20 年 10 月１日～平成 21 年６月 30 日） 
①受注の状況 

業務区分 
第３四半期連結 
会計期間受注高

（千円） 

第３四半期連結
累計期間受注高

（千円） 

前年 
同期比
（％）

受注残高 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

情報システム 3,403,419 10,238,784 36.1 8,430,280 33.2 

コンサルタント 1,637,446 4,394,016 △4.2 3,738,506 △11.9 

合計 5,040,865 14,632,801 20.8 12,168,787 15.1 

 
②販売の状況 

業務区分 
第３四半期連結 
会計期間売上高

（千円） 

第３四半期連結
累計期間売上高

（千円） 

前年 
同期比
（％）

情報システム 2,357,403 8,811,831 7.4

コンサルタント 896,417 4,698,071 △2.2

合計 3,253,820 13,509,902 3.9

 
（参考）前連結会計年度（平成 19 年 10 月１日～平成 20 年９月 30 日） 

業務区分 
前連結会計年 
度末受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

前年 
同期比
（％）

売上高 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

当連結会計年 
度末受注残高 
（千円） 

情報システム 7,008,503 10,758,541 △11.7 10,763,717 △19.4 7,003,327

コンサルタント 4,459,382 6,305,856 △0.5 6,722,678 9.7 4,042,560

合計 11,467,886 17,064,398 △7.9 17,486,396 △10.2 11,045,888

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（訂正後） 
 

（省略） 
 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年 10 月１日～平成 20 年６月 30 日） 

業務区分 
前連結会計年 
度末受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

前年 
同期比
（％）

売上高 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

当第３四半期末
受注残高 
（千円） 

情報システム 7,140,085 7,523,676 △15.0 8,365,873 △20.9 6,279,889

コンサルタント 4,491,063 4,588,120 △0.8 4,810,904 1.9 4,268,278

合計 11,631,148 12,111,796 △10.1 13,176,778 △13.9 10,566,167

 
当第３四半期連結累計期間（平成 20 年 10 月１日～平成 21 年６月 30 日） 
①受注の状況 

業務区分 
第３四半期連結 
会計期間受注高

（千円） 

第３四半期連結
累計期間受注高

（千円） 

前年 
同期比
（％）

受注残高 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

情報システム 3,403,419 10,238,784 36.1 8,430,280 33.5 

コンサルタント 1,637,446 4,394,016 △4.2 3,738,506 △12.4 

合計 5,040,865 14,632,801 20.8 12,168,787 15.0 

 
②販売の状況 

業務区分 
第３四半期連結 
会計期間売上高

（千円） 

第３四半期連結
累計期間売上高

（千円） 

前年 
同期比
（％）

情報システム 2,357,403 8,952,139 7.0

コンサルタント 896,417 4,702,061 △2.3

合計 3,253,820 13,654,200 3.6

 
（参考）前連結会計年度（平成 19 年 10 月１日～平成 20 年９月 30 日） 

業務区分 
前連結会計年 
度末受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

前年 
同期比
（％）

売上高 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

当連結会計年 
度末受注残高 
（千円） 

情報システム 7,140,085 10,758,541 △11.7 10,754,991 △22.1 7,143,635

コンサルタント 4,491,063 6,305,856 △0.5 6,750,369 9.2 4,046,550

合計 11,631,148 17,064,398 △7.9 17,505,360 △12.4 11,190,186

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

以 上 
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