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平成 22 年２月 12 日 

各      位 

会 社 名  株式会社ジパング・ホールディングス 

代表者名  代表取締役社長  田端 一宏 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２６８４） 

問合せ先  取締役管理本部長 亀田 学 

電話 ０３－３４７４－３６１１ 

 

（訂正・数値データ追加訂正あり）「平成 22 年３月期第２四半期決算短信（非連結）」 

の一部訂正について 

 

平成 22 年２月 10 日付けで発表しました、標記開示資料について記載事項の一部に訂正がありますので、数値

データを訂正し、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

また、添付していなかった数値データを追加します。 

記 

 

訂正の内容 

  1 ページ（２）財務状況 １株当たり純資産に誤りがありましたので訂正し、18 ページ ６．その他の情報 

重要な後発事象として「リラクゼーション関連事業の譲渡」を記載すべきであったため、以下のとおり一部訂

正させていただきます。 

 

訂正の箇所 

  1 ページ （２）財務状況 １株当たり純資産 

 （訂正前） 

  22 年３月期第２四半期   6,879 円 33 銭 

  21 年６月期第２四半期   13,208 円 07 銭 

 （訂正後） 

  22 年３月期第２四半期  △6,879 円 33 銭 

  21 年６月期第２四半期  △13,208 円 07 銭 

 

 18 ページ ６．その他の情報 重要な後発事象 

 （訂正前） 

  該当事項はありません。 

 （訂正後） 

（リラクゼーション関連事業の譲渡）  

 当社は、平成 22 年１月５日開催の取締役会で、当社のリラクゼーション関連事業の譲渡を決議いたしまし

た。  

１．事業譲渡の理由  

 当社は合併後の新体制において、限られた経営資源をいかに配分するかを重要な課題として検討を進め        

ていました。一方、リラクゼーション関連事業の責任者で、平成 22 年１月１日に当社と合併した際に合併消

滅会社となった株式会社ジパングの前身（旧株式会社アスクリンク）の創業者である山本氏と協議した結果、

同氏の経営の自由度を高め、当該事業の本来達成可能な成長の実現を図るために、新たな組織体制で専門性

をもたすということで事業譲渡に合意いたしました。併せて、今後も相互に友好的な関係を保ち、引き続き

協力可能な分野においては協力関係を維持していくことについても合意いたしました。  
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２．譲渡する相手会社の名称  

 （１） 商     号：株式会社アスク・ホールディングス 

 （２） 本 店 所 在 地：福岡市中央区天神五丁目 10 番 11 号 

 （３） 代  表  者：代表取締役社長 山本 明美 

（４） 設 立 年 月 日： 平成 22 年２月 10 日  

（５） 主な事業の内容：リラクゼーション環境のプロデュース・設計開発事業 

（６） 会社との取引内容：資本・取引関係はありません。 

             山本明美氏は株式会社ジパングの取締役でございました。 

３．譲渡する事業の内容、経営成績 

 （１）譲渡する事業の内容 

       ①リラクゼーション施設の運営・経営 

       ②リラクゼーション環境のプロデュース・設計開発事業 

       ③その他、上記に付随する事業 

 （２）譲渡する事業の経営成績（平成 21 年３月期） 

       売上高   212 百万円 

       営業利益  △86 百万円 

 

４．譲渡の日程 

    事業譲渡契約締結 平成 22 年２月 10 日 

    事業譲渡期日 平成 22 年３月１日（譲渡価額決定） 

 

５．法的形式を含む事業分離の概要 

  受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡 

以 上 



平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成22年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ジパング・ホールディングス 上場取引所 JQ 
コード番号 2684 URL http://www.jipangu-hd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 田端一宏

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 亀田 学 TEL 03-3474-3611
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日 配当支払開始予定日 未定

1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31日） 

(注) 当社は、連結の対象となる子会社の重要性が乏しくなったため、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりません。また、平成21年6月期第2四半
期においては連結財務諸表を作成しており、個別の経営成績（累計）を開示していないため、平成21年6月期第2四半期の経営成績（累計）及び平成22年3
月期第2四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第2四半期 3,579 ― △516 ― △552 ― △635 ―

21年6月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第2四半期 △8,243.77 ―

21年6月期第2四半期 ― ―

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

22年3月期第2四半期 2,032 △727 △35.8 △6,879.33

21年6月期 1,438 △818 △61.7 △13,208.07

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  △727百万円 21年6月期  △887百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
当社は、平成21年11月６日に発表しました「決算期（事業年度の末日）の変更に関するお知らせ」の通り、事業年度の末日を６月30日から３月31日に変更
することを平成21年12月18日の臨時株主総会で承認されました。従いまして、今期は平成21年７月１日から平成22年３月31日までの９ヶ月の変則決算にな
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

通期 5,787 △0.4 △786 ― △788 ― △939 ― △571.63



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください 

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 105,805株 21年6月期  67,226株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  54株 21年6月期  54株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期  77,128株 21年6月期第2四半期 67,172株

※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、実際の業績は、今後の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のでご注意下さい。 



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 313,139 453,594

受取手形及び売掛金 899,361 410,621

商品 509,699 286,200

貯蔵品 1,092 1,186

その他 86,600 84,265

貸倒引当金 △1,700 △900

流動資産合計 1,808,192 1,234,968

固定資産   

有形固定資産 23,447 5,850

投資その他の資産   

投資有価証券 132,721 138,197

その他 67,853 59,471

投資その他の資産合計 200,574 197,669

固定資産合計 224,022 203,519

資産合計 2,032,215 1,438,488

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,008,662 463,230

短期借入金 650,259 650,000

1年内返済予定の長期借入金 147,329 135,996

未払法人税等 4,130 4,578

賞与引当金 1,102 1,246

事務所移転費用引当金 3,800 －

未払金 509,818 498,991

その他 16,464 17,187

流動負債合計 2,341,566 1,771,230

固定負債   

長期借入金 337,007 405,005

退職給付引当金 21,697 21,059

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

固定負債合計 418,144 485,504

負債合計 2,759,710 2,256,734



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,582,334 1,184,717

資本剰余金 1,810,730 1,413,113

利益剰余金 △4,104,499 △3,468,666

自己株式 △16,197 △16,197

株主資本合計 △727,632 △887,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 136 △179

評価・換算差額等合計 136 △179

新株予約権 － 68,965

純資産合計 △727,495 △818,246

負債純資産合計 2,032,215 1,438,488



(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,579,051

売上原価 1,699,730

売上総利益 1,879,321

販売費及び一般管理費 2,395,393

営業損失（△） △516,072

営業外収益  

受取利息 144

仕入割引 2,261

その他 1,763

営業外収益合計 4,169

営業外費用  

支払利息 10,897

新株発行費 27,494

その他 2,590

営業外費用合計 40,983

経常損失（△） △552,885

特別損失  

合併関連費用 60,400

減損損失 3,150

事務所移転費用引当金繰入額 18,190

特別損失合計 81,741

税引前四半期純損失（△） △634,626

法人税、住民税及び事業税 1,206

法人税等合計 1,206

四半期純損失（△） △635,833



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,146,527

売上原価 1,028,659

売上総利益 1,117,868

販売費及び一般管理費 1,274,524

営業利益 △156,656

営業外収益  

受取利息 47

仕入割引 －

その他 157

営業外収益合計 204

営業外費用  

支払利息 5,413

新株発行費 26,312

その他 －

営業外費用合計 31,725

経常利益 △188,177

特別利益  

貸倒引当金戻入額 △200

特別利益合計 △200

特別損失  

合併関連費用 60,400

減損損失 －

事務所移転費用引当金繰入額 △809

特別損失合計 59,591

税引前四半期純利益 △247,970

法人税、住民税及び事業税 611

法人税等合計 611

四半期純利益 △248,582



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △634,626

減価償却費 1,672

減損損失 3,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 800

賞与引当金の増減額（△は減少） △144

退職給付引当金の増減額（△は減少） 637

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） 3,800

受取利息及び受取配当金 △144

支払利息 10,897

株式交付費 27,494

売上債権の増減額（△は増加） △488,740

たな卸資産の増減額（△は増加） △223,404

仕入債務の増減額（△は減少） 545,431

未払金の増減額（△は減少） 10,868

その他 △2,777

小計 △745,085

利息及び配当金の受取額 106

利息の支払額 △9,472

法人税等の還付額 625

法人税等の支払額 △2,156

営業活動によるキャッシュ・フロー △755,982

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 4,000

有形固定資産の取得による支出 △19,268

無形固定資産の取得による支出 △3,150

差入保証金の差入による支出 △8,591

その他 210

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,800

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 200,000

短期借入金の返済による支出 △199,740

長期借入金の返済による支出 △56,665

株式の発行による収入 698,773

配当金の支払額 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー 642,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,455

現金及び現金同等物の期首残高 433,594

現金及び現金同等物の四半期末残高 293,139




