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 平成 22 年３月 15 日 

各  位 

会 社 名 株式会社アイロムホールディングス 
代表者名 代表取締役社長 三宅 鐵宏 
（コード番号 2372 東証第一部） 
問合せ先  
役 職 取締役 財経本部担当 

氏 名 小島 修一 
電 話 03-5436-3148 

 
 

（訂正）「平成21年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は平成22年３月12日付「過年度決算の訂正に関するお知らせ」を公表いたしましたとおり、

その具体的な訂正内容が確定いたしましたので別添のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付して

表示しております。 

 

記 

１. 訂正を行う平成21年３月期 第２四半期決算短信について 

決算期：平成21年３月期 第２四半期（平成20年４月１日～９月30日） 

公表日：平成20年11月７日 

 

以 上 
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平成21年３月期 第２四半期決算短信 

 
１ページ 
【訂正前】 

（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 ％

21年３月期第２四半期 7,238 － 17 － 43 － △3,746 －
20年３月期第２四半期 6,404 △3.8 △538 － △360 － △639 －

 

 
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 △4,006 56 －
20年３月期第２四半期 △683 68 －

 

【訂正後】 
（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 ％

21年３月期第２四半期 7,238 － 107 － 133 － △3,690 －
20年３月期第２四半期 6,404 △3.8 △448 － △270 － △601 －

 

 
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 △3,946 16 －
20年３月期第２四半期 △642 73 －

 

１ページ 

【訂正前】 
(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 22,973 10,639 45.9 11,284 65
20年３月期 26,763 14,436 53.6 15,351 59

（参考） 自己資本  21年３月期第２四半期 10,552百万円 20年３月期 14,355百万円 

 

【訂正後】 
(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 22,683 10,063 44.0 10,668 55
20年３月期 26,459 13,803 51.9 14,675 08

（参考） 自己資本  21年３月期第２四半期 9,976百万円 20年３月期 13,723百万円 
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３～４ページ 

【訂正前】 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

中略 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,238百万円（前年同期比13.0％増）、営業利

益は17百万円（前年同期は営業損失538百万円）、経常利益は43百万円（前年同期は経常損失360

百万円）となり、前年同期と比較して大幅に改善いたしました。しかしながら、昨年来のサブプ

ライムローン問題に端を発した金融市場の不安定化及び厳しい経済環境を踏まえ、資産状況及び

貸付先の財務状況に対する与信に係るリスク管理を厳格に適用し精査した結果、貸倒引当金繰入

額1,720百万円及び投資有価証券評価損1,331百万円並びに債務保証損失引当金繰入額543百万円を

特別損失として計上いたしました。以上の結果、四半期純損失は3,746百万円（前年同期は四半期

純損失639百万円）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①SMO事業 

当事業におきましては、製薬企業における事業再編が進んでいるものの旺盛な新薬開発意欲に

支えられた研究開発が継続するなか、第Ⅰ相から第Ⅳ相までの総合的な臨床試験支援体制の整備

を進めたことにより受注案件が引き続き順調に進捗しました。特に第Ⅰ相の臨床試験が堅調に推

移するとともに、提携医療機関数は1,026（前連結会計年度末比31増）となりました。その結果、

売上高は1,645百万円（前年同期比19.0％増）、営業利益は353百万円（前年同期比54.0％増）と

なりました。 

中略 

 

【訂正後】 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

中略 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,238百万円（前年同期比13.0％増）、営業利

益は107百万円（前年同期は営業損失448百万円）、経常利益は133百万円（前年同期は経常損失

270百万円）となり、前年同期と比較して大幅に改善いたしました。しかしながら、昨年来のサブ

プライムローン問題に端を発した金融市場の不安定化及び厳しい経済環境を踏まえ、資産状況及

び貸付先の財務状況に対する与信に係るリスク管理を厳格に適用し精査した結果、貸倒引当金繰

入額1,720百万円及び投資有価証券評価損1,331百万円並びに債務保証損失引当金繰入額543百万円

を特別損失として計上いたしました。以上の結果、四半期純損失は3,690百万円（前年同期は四半

期純損失601百万円）となりました。 
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事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①SMO事業 

当事業におきましては、製薬企業における事業再編が進んでいるものの旺盛な新薬開発意欲に

支えられた研究開発が継続するなか、第Ⅰ相から第Ⅳ相までの総合的な臨床試験支援体制の整備

を進めたことにより受注案件が引き続き順調に進捗しました。特に第Ⅰ相の臨床試験が堅調に推

移するとともに、提携医療機関数は1,026（前連結会計年度末比31増）となりました。その結果、

売上高は1,645百万円（前年同期比19.0％増）、営業利益は443百万円（前年同期比38.8％増）と

なりました。 

中略 

 

４ページ 

【訂正前】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は22,973百万円（前連結会計年度比14.2％減）とな

りました。これは、投資有価証券評価損1,331百万円を計上したことによる投資その他の資産の減少

及び貸倒引当金1,724百万円を計上したことによるものです。 

負債は12,334百万円（前連結会計年度比0.1％増）となりました。 

純資産は10,639百万円（前連結会計年度比26.3％減）となりました。これは、特別損失の計上に

より利益剰余金が3,746百万円減少したことによるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、営業活動により560百万円減少

し、投資活動により229百万円増加し、財務活動により589百万円減少した結果、現金及び現金同

等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末残高2,254百万円よりも921百万円減少し、

1,333百万円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果使用した資金は、560百万円となりました。主な要因は、営業貸付金の増加

506百万円等によるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は、229百万円となりました。主な要因は貸付金の回収306百万

円によるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は、589百万円となりました。主な要因は借入金の返済497百万

円、配当金の支払91百万円等によるものです。 

 

【訂正後】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は22,683百万円（前連結会計年度比14.3％減）とな

りました。これは、投資有価証券評価損1,331百万円を計上したことによる投資その他の資産の減少

及び貸倒引当金1,724百万円を計上したことによるものです。 

負債は12,619百万円（前連結会計年度比0.3％減）となりました。 

純資産は10,063百万円（前連結会計年度比27.1％減）となりました。これは、特別損失の計上に

より利益剰余金が3,783百万円減少したことによるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、営業活動により560百万円減少

し、投資活動により229百万円増加し、財務活動により589百万円減少した結果、現金及び現金同

等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末残高2,254百万円よりも921百万円減少し、

1,333百万円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果使用した資金は、560百万円となりました。主な要因は、営業貸付金の増加

506百万円等によるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は、229百万円となりました。主な要因は貸付金の回収306百万

円によるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は、589百万円となりました。主な要因は借入金の返済406百万

円、配当金の支払91百万円等によるものです。 
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７～８ページ 

【訂正前】 

５．【四半期連結財務諸表】 

(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,815  2,736

  受取手形及び売掛金 3,081  2,947

  商品及び製品 1,078  1,064

  仕掛品 467  408

  原材料及び貯蔵品 200  114

  販売用不動産 －  2,656

  その他 3,674  8,292

  貸倒引当金 △931  △510

  流動資産合計 9,386  17,710

 固定資産  

  有形固定資産 6,869  4,388

  無形固定資産  

   のれん 558  704

   その他 181  197

   無形固定資産合計 740  902

  投資その他の資産 7,529  4,011

  貸倒引当金 △1,552  △249

  固定資産合計 13,586  9,052

 資産合計 22,973  26,763

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,479  1,256

  賞与引当金 36  33

  未払法人税等 49  81

  短期借入金 6,818  7,449

  その他 2,199  2,358

  流動負債合計 10,582  11,179

 固定負債  

  長期借入金 147  58

  退職給付引当金 392  401

  債務保証損失引当金 543  －

  その他 666  687

  固定負債合計 1,751  1,147

 負債合計 12,334  12,327

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 6,286  6,286

  資本剰余金 7,577  7,577

  利益剰余金 △3,291  549

  株主資本合計 10,572  14,412
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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３月31日) 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △19  △57

  評価・換算差額等合計 △19  △57

 少数株主持分 86  80

 純資産合計 10,639  14,436

負債純資産合計 22,973  26,763
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【訂正後】 

５．【四半期連結財務諸表】 

 (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,815  2,736

  受取手形及び売掛金 3,081  2,949

  商品及び製品 1,078  1,064

  仕掛品 467  408

  原材料及び貯蔵品 200  114

  販売用不動産 －  2,656

  その他 3,667  8,213

  貸倒引当金 △931  △510

  流動資産合計 9,379  17,632

 固定資産  

  有形固定資産 6,609  4,128

  無形固定資産  

   のれん 558  704

   その他 181  197

   無形固定資産合計 740  902

  投資その他の資産 7,516  4,055

  貸倒引当金 △1,562  △259

  固定資産合計 13,303  8,826

 資産合計 22,683  26,459

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,479  1,256

  賞与引当金 36  33

  未払法人税等 288  269

  短期借入金 6,818  7,449

  その他 2,245  2,499

  流動負債合計 10,868  11,507

 固定負債  

  長期借入金 147  58

  退職給付引当金 392  401

  債務保証損失引当金 543  －

  その他 666  687

  固定負債合計 1,751  1,147

 負債合計 12,619  12,655
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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３月31日) 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 6,286  6,286

  資本剰余金 7,577  7,577

  利益剰余金 △3,867  △83

  株主資本合計 9,996  13,780

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △19  △57

  評価・換算差額等合計 △19  △57

 少数株主持分 86  80

 純資産合計 10,063  13,803

負債純資産合計 22,683  26,459
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９ページ 

【訂正前】 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

                       (単位:百万円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  7,238

売上原価  5,029

売上総利益  2,209

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び賞与  562

 その他  1,629

 販売費及び一般管理費合計  2,191

営業利益  17

営業外収益  

 受取利息  24

 受取配当金  1

 受取補償金  43

 その他  22

 営業外収益合計  91

営業外費用  

 支払利息  62

 その他  2

 営業外費用合計  65

経常利益  43

特別利益  

 会員権売却益  5

 その他  0

 特別利益合計  6

特別損失  

 投資有価証券評価損  1,331

 債務保証損失引当金繰入額  543

 貸倒引当金繰入額  1,720

 その他  29

 特別損失合計  3,624

税金等調整前四半期純損失（△）  △3,574

法人税、住民税及び事業税  29

法人税等調整額  136

法人税等合計  165

少数株主利益  6

四半期純損失（△）  △3,746

 



― 11 ― 

 

【訂正後】 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

                       (単位:百万円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  7,238

売上原価  5,029

売上総利益  2,209

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び賞与  562

 その他  1,539

 販売費及び一般管理費合計  2,101

営業利益  107

営業外収益  

 受取利息  24

 受取配当金  1

 受取補償金  43

 その他  22

 営業外収益合計  91

営業外費用  

 支払利息  62

 その他  2

 営業外費用合計  65

経常利益  133

特別利益  

 会員権売却益  5

 雑収入  4

 特別利益合計  10

特別損失  

 投資有価証券評価損  1,331

 債務保証損失引当金繰入額  543

 貸倒引当金繰入額  1,720

 その他  29

 特別損失合計  3,624

税金等調整前四半期純損失（△）  △3,480

法人税、住民税及び事業税  81

法人税等調整額  122

法人税等合計  203

少数株主利益  6

四半期純損失（△）  △3,690
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10ページ 

【訂正前】 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 (単位:百万円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△）  △3,574

 減価償却費  275

 のれん償却額  145

 貸倒引当金の増減額(△は減少)  1,724

 受取利息及び受取配当金  △26

 支払利息  62

 投資有価証券評価損  1,331

 債務保証損失引当金の増減額  543

 売上債権の増減額(△は増加)  △133

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △160

 仕入債務の増減額(△は減少)  200

 賞与引当金の増減額(△は減少)  2

 営業貸付金の増減額(△は増加)  △506

 会員権評価損  1

 その他  △356

 小計  △468

 利息及び配当金の受取額  30

 利息の支払額  △61

 法人税等の支払額  △60

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △560

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  △43

 無形固定資産の取得による支出  △25

 貸付けによる支出  △16

 貸付金の回収による収入  306

 その他  7

 投資活動によるキャッシュ・フロー  229

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)  △406

 長期借入金の返済による支出  △91

 配当金の支払額  △91

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △589

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) 

 △921

現金及び現金同等物の期首残高  2,254

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,333
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【訂正後】 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位:百万円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△）  △3,480

 減価償却費  275

 のれん償却額  145

 貸倒引当金の増減額(△は減少)  1,724

 受取利息及び受取配当金  △26

 支払利息  62

 投資有価証券評価損  1,331

 債務保証損失引当金の増減額  543

 売上債権の増減額(△は増加)  △131

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △158

 仕入債務の増減額(△は減少)  200

 賞与引当金の増減額(△は減少)  2

 営業貸付金の増減額(△は増加)  △506

 会員権評価損  1

 その他  △452

 小計  △466

 利息及び配当金の受取額  30

 利息の支払額  △61

 法人税等の支払額  △60

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △560

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  △44

 無形固定資産の取得による支出  △25

 貸付けによる支出  △16

 貸付金の回収による収入  306

 その他  7

 投資活動によるキャッシュ・フロー  229

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)  △406

 長期借入金の返済による支出  △91

 配当金の支払額  △91

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △589

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) 

 △921

現金及び現金同等物の期首残高  2,254

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,333
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11ページ【訂正前】 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
SMO事業

(百万円)

メディカ
ルサポー
ト事業 

(百万円) 

人材コン
サルティ
ング事業

(百万円)

医薬品等
の販売事

業 

(百万円)

医薬品等
の製造販
売事業

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高   

(1)外部顧客に対
する売上高 

1,645 641 205 1,998 2,372 374 7,238 － 7,238

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

2 21 42 0 5 3 74 （74） －

計 1,647 663 248 1,998 2,377 378 7,313 （74） 7,238

営業利益又は営
業損失（△） 

353 112 23 △7 △58 40 464 （446） 17

 

【訂正後】 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
SMO事業

(百万円)

メディカ
ルサポー
ト事業 

(百万円) 

人材コン
サルティ
ング事業

(百万円)

医薬品等
の販売事

業 

(百万円)

医薬品等
の製造販
売事業

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高   

(1)外部顧客に対
する売上高 

1,645 641 205 1,998 2,372 374 7,238 － 7,238

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

2 21 42 0 5 3 74 （74） －

計 1,647 663 248 1,998 2,377 378 7,313 （74） 7,238

営業利益又は営
業損失（△） 

443 112 23 △7 △58 40 554 （446） 107
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11ページ 

【訂正前】 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（百万円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前連結会計年度末残高 6,286 7,577 549 14,412 

当第２四半期連結会計期間末までの変動額     

 剰余金の配当   △93 △93 

 四半期純損失   △3,746 △3,746 

当第２四半期連結会計期間末までの変動額合計   △3,840 △3,840 

当第２四半期連結会計期間末残高 6,286 7,577 △3,291 10,572 

 

【訂正後】 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（百万円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前連結会計年度末残高 6,286 7,577 △83 13,780 

当第２四半期連結会計期間末までの変動額     

 剰余金の配当   △93 △93 

 四半期純損失   △3,690 △3,690 

当第２四半期連結会計期間末までの変動額合計   △3,783 △3,783 

当第２四半期連結会計期間末残高 6,286 7,577 △3,867 9,996 
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12ページ 

【訂正前】 

【参考資料】 

前中間連結損益計算書             （単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

区分 金額 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  6,404 100.0

Ⅱ 売上原価  4,711 73.6

   売上総利益  1,693 26.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬 172   

 ２ 給料手当及び賞与 458   

 ３ 賞与引当金繰入額 45   

 ４ 賃借料 285   

 ５ その他 1,269 2,231 34.8

   営業損失  538 △ 8.4

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 6   

 ２ 受取配当金 192   

 ３ 休業補償金 30   

 ４ その他 21 250 3.9

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 34   

 ２ 投資有価証券評価損 29   

 ３ その他 8 72 1.1

   経常損失  360 △ 5.6

Ⅵ 特別利益    

 １ 投資有価証券売却益 7   

 ２ 本社移転負担金受入 1   

 ３ 損害賠償金収入 7   

 ４ その他 0 16 0.3

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 191   

 ２ 前期損益修正損 54   

 ３ 貸倒引当金繰入額 39   

 ４ その他 52 337 5.3

   税金等調整前四半期純損失  682 △10.6

   法人税、住民税及び事業税 52   

   法人税等調整額 △17 35 0.6

   少数株主損失  78 △ 1.2

   中間（当期）純損失  639 △10.0
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【訂正後】 

【参考資料】 

前中間連結損益計算書             （単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

区分 金額 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  6,404 100.0

Ⅱ 売上原価  4,711 73.6

   売上総利益  1,693 26.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬 172   

 ２ 給料手当及び賞与 458   

 ３ 賞与引当金繰入額 45   

 ４ 賃借料 285   

 ５ その他 1,179 2,141 33.4

   営業損失  448 △ 7.0

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 6   

 ２ 受取配当金 192   

 ３ 休業補償金 -   

 ４ その他 51 250 3.9

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 34   

 ２ 投資有価証券評価損 29   

 ３ その他 8 72 1.1

   経常損失  270 △ 4.2

Ⅵ 特別利益    

 １ 投資有価証券売却益 7   

 ２ 本社移転負担金受入 -   

 ３ 損害賠償金収入 7   

 ４ その他 6 21 0.3

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 191   

 ２ 前期損益修正損 54   

 ３ 貸倒引当金繰入額 39   

 ４ その他 52 337 5.3

   税金等調整前四半期純損失  587 △9.2

   法人税、住民税及び事業税 52   

   法人税等調整額 39 91 1.4

   少数株主損失  78 △ 1.2

   中間（当期）純損失  601 △9.4
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13ページ 

【訂正前】 
前中間連結キャッシュ・フロー計算書               （単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税金等調整前中間（当期）純損失 △682 

 ２ 減価償却費 270 

 ３ のれん償却額 148 

 ４ 貸倒引当金の増減額 47 

 ５ 賞与引当金の増減額 △3 

 ６ 受取利息及び受取配当金 △198 

 ７ 支払利息 34 

 ８ 為替差損益 1 

 ９ 固定資産除却損 191 

 10 投資有価証券評価損 29 

 11 売上債権の増減額 312 

 12 営業貸付金の増減額 △768 

 13 たな卸資産の増減額 27 

 14 仕入債務の増減額 △100 

 15 前受金の増減額 85 

 16 その他 113 

    小計 △491 

 17 利息及び配当金の受取額 199 

 18 利息の支払額 △42 

 19 法人税等の支払額 △40 

    営業活動によるキャッシュ・フロー △375 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出 △599 

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △412 

 ３ 有形固定資産の売却による収入 614 

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △19 

 ５ 投資有価証券の売却による収入 193 

 ６ 貸付による支出 △788 

 ７ 貸付金の回収による収入 28 

 ８ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 17 

 ９ その他 3 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △961 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額 △275 

 ２ 長期借入金の返済による支出 △4 

 ３ 配当金の支払額 △91 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △371 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,709 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 3,721 
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【訂正後】 
前中間連結キャッシュ・フロー計算書               （単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税金等調整前中間（当期）純損失 △587 

 ２ 減価償却費 270 

 ３ のれん償却額 148 

 ４ 貸倒引当金の増減額 47 

 ５ 賞与引当金の増減額 △3 

 ６ 受取利息及び受取配当金 △198 

 ７ 支払利息 34 

 ８ 為替差損益 1 

 ９ 固定資産除却損 191 

 10 投資有価証券評価損 29 

 11 売上債権の増減額 312 

 12 営業貸付金の増減額 △768 

 13 たな卸資産の増減額 27 

 14 仕入債務の増減額 △100 

 15 前受金の増減額 85 

 16 その他 19 

    小計 △491 

 17 利息及び配当金の受取額 199 

 18 利息の支払額 △42 

 19 法人税等の支払額 △40 

    営業活動によるキャッシュ・フロー △375 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出 △599 

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △412 

 ３ 有形固定資産の売却による収入 614 

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △19 

 ５ 投資有価証券の売却による収入 193 

 ６ 貸付による支出 △788 

 ７ 貸付金の回収による収入 28 

 ８ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 17 

 ９ その他 3 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △961 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額 △275 

 ２ 長期借入金の返済による支出 △4 

 ３ 配当金の支払額 △91 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △371 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,709 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 3,721 
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14ページ 

【訂正前】 

セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  
SMO事業 
(百万円) 

メディカ
ルサポー
ト事業 
(百万円) 

人材コンサ
ルティング

事業 
(百万円)

医薬品等
の販売
事業 

(百万円)

医薬品等
の製造
販売事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高              

(1)外部顧客
に対する 
売上高 

1,382 511 185 2,059 2,139 125 6,404 － 6,404

(2)セグメン
ト間の内部
売上高又は
振替高 

0 27 83 － 7 17 136 (136) －

計 1,382 538 268 2,059 2,147 143 6,540 (136) 6,404

営業費用 1,153 546 248 2,163 2,522 169 6,803 138 6,942

営業利益又
は営業損失
(△) 

229 △7 20 △104 △374 △26 △263 (275) △538

 

【訂正後】 

セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  
SMO事業 
(百万円) 

メディカ
ルサポー
ト事業 
(百万円) 

人材コンサ
ルティング

事業 
(百万円)

医薬品等
の販売
事業 

(百万円)

医薬品等
の製造
販売事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高              

(1)外部顧客
に対する 
売上高 

1,382 511 185 2,059 2,139 125 6,404 － 6,404

(2)セグメン
ト間の内部
売上高又は
振替高 

0 27 83 － 7 17 136 (136) －

計 1,382 538 268 2,059 2,147 143 6,540 (136) 6,404

営業費用 1,063 546 248 2,163 2,522 169 6,713 138 6,852

営業利益又
は営業損失
(△) 

319 △7 20 △104 △374 △26 △173 (275) △448

 


