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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 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月期決算短信について 

決算期：平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

公表日：平成21年５月13日 

 

以 上 
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平成21年３月決算短信 

 

１ページ 

【訂正前】 
（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 14,478 5.5 53 － 60 － △10,884 －
20年３月期 13,726 △7.5 △430 － △275 － △1,090 －

 

 
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 △11,639 59 － △122.6 0.3 0.4
20年３月期 △1,166 28 － △7.3 △1.0 △3.1

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

【訂正後】 
（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 14,478 5.5 175 － 182 － △10,559 －
20年３月期 13,726 △7.8 △250 － △95 － △931 －

 

 
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 △11,291 36 － △341.7 0.8 1.2
20年３月期 △996 54 － △6.8 △0.3 △1.8

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

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 16,459 3,451 20.6 3,632 85
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 3,397百万円 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 16,452 3,156 18.8 3,304 58
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 3,090百万円 20年３月期 13,723百万円 



3 

 

２ページ 

【訂正前】 
(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 9,186 5,970 65.0 6,384 18
20年３月期 16,575 15,782 95.2 16,876 85

（参考） 自己資本    21年３月期 5,970百万円 20年３月期 15,782百万円 
 

【訂正後】 
(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 9,186 5,048 55.0 5,398 45
20年３月期 16,575 14,860 89.7 15,891 12

（参考） 自己資本    21年３月期 5,048百万円 20年３月期 14,860百万円 
 
３～４ページ 

【訂正前】 

１．経営成績 

 (1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

（業績等の概況） 

（単位：百万円） 

 
当期 

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

前期 

（平成19年４月１日～平成20年３月31日）
増減（率） 

売上高 14,478 13,726 （5.5％） 

営業利益又は 

営業損失（△） 
53 △430 （ ― ） 

経常利益又は 

経常損失（△） 
60 △275 （ ― ） 

当期純損失（△） △10,884 △1,090 （ ― ） 

 

（略） 

この結果、当連結会計年度の売上高は14,478百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は53百万円（前年同期

は営業損失430百万円）、経常利益は60百万円（前年同期は経常損失275百万円）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、より一層に精査した結果、投資有価

証券評価損1,352百万円、債務保証損失引当金繰入額1,101百万円、貸倒引当金繰入額6,772百万円及び減損損失

1,280百万円等を特別損失として計上いたしました。これにより当期純損失は、10,884百万円（前年同期は当期

純損失1,090百万円)となりました。 
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（事業の種類別セグメントの状況） 

（単位：百万円） 

当期 

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

前期 

（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
増減 

 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

SMO事業 3,457 746 3,092 775 364 △28 

メディカルサポート事業 1,078 117 954 △17 124 135 

人材コンサルティング事業 397 30 380 17 16 13 

医薬品等の販売事業 4,041 53 4,202 30 △160 23 

医薬品等の製造販売事業 4,770 △114 4,595 △547 175 432 

その他の事業 732 33 502 24 230 9 

消去又は全社 － △813 － △712 － △101 

合計 14,478 53 13,726 △430 751 484 

 

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。 

SMO事業 

当事業におきましては、第Ⅰ相から第Ⅳ相までの総合的な臨床試験支援体制を確立したことで、受託案

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、第Ⅱ相及び第Ⅲ相

の各種試験も増加しております。また、全国規模での事業基盤の拡充に努めた結果、提携医療機関数は

1,078（前連結会計年度末比83増）となりました。これにより売上高は3,457百万円（前年同期比11.8％

増）となりましたが、第Ⅰ相試験での一時的な費用が増加したため、営業利益は746百万円（前年同期比

3.7％減）となりました。 

 略 

 

【訂正後】 

１．経営成績 

 (1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

（業績等の概況） 

（単位：百万円） 

 
当期 

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

前期 

（平成19年４月１日～平成20年３月31日）
増減（率） 

売上高 14,478 13,726 （5.5％） 

営業利益又は 

営業損失（△） 
175 △250 （ ― ） 

経常利益又は 

経常損失（△） 
182 △95 （ ― ） 

当期純損失（△） △10,559 △931 （ ― ） 

 

中略 

この結果、当連結会計年度の売上高は14,478百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は175百万円（前年同

期は営業損失250百万円）、経常利益は182百万円（前年同期は経常損失95百万円）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、より一層に精査した結果、投資有
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価証券評価損1,352百万円、債務保証損失引当金繰入額1,101百万円、貸倒引当金繰入額6,772百万円及び減損損

失1,019百万円等を特別損失として計上いたしました。これにより当期純損失は、10,559百万円（前年同期は当

期純損失931百万円)となりました。 

 

（事業の種類別セグメントの状況） 

（単位：百万円） 

当期 

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

前期 

（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
増減 

 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

SMO事業 3,457 868 3,092 955 364 △86 

メディカルサポート事業 1,078 117 954 △17 124 135 

人材コンサルティング事業 397 30 380 17 16 13 

医薬品等の販売事業 4,041 53 4,202 30 △160 23 

医薬品等の製造販売事業 4,770 △114 4,595 △547 175 432 

その他の事業 732 33 502 24 230 9 

消去又は全社 － △813 － △712 － △101 

合計 14,478 175 13,726 △250 751 425 

 

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。 

SMO事業 

当事業におきましては、第Ⅰ相から第Ⅳ相までの総合的な臨床試験支援体制を確立したことで、受託案

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、第Ⅱ相及び第Ⅲ相

の各種試験も増加しております。また、全国規模での事業基盤の拡充に努めた結果、提携医療機関数は

1,078（前連結会計年度末比83増）となりました。これにより売上高は3,457百万円（前年同期比11.8％

増）となりましたが、第Ⅰ相試験での一時的な費用が増加したため、営業利益は868百万円（前年同期比

9.1％減）となりました。 

 略 

 

５ページ 

【訂正前】 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（単位：百万円） 

 当期末 前期末 増減 

総資産 16,459 26,763 △10,304 

総負債 13,007 12,327 679 

 うち有利子負債 7,702 8,172 △470 

純資産 3,451 14,436 △10,984 

 うち自己資本 3,397 14,355 △10,859 

Ｄ／Ｅレシオ（倍） 2.3 0.6 1.7 

有利子負債：連結貸借対照表に計上されている短期借入金、１年内返済予定長期借入金、長期借入金の合計 

Ｄ／Ｅレシオ：有利子負債／自己資本 

 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、56.5％減少し、7,709百万円となりました。これは、保有目的の

変更に伴い、販売用不動産を有形固定資産に計上したためであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、3.3％減少し、8,749百万円となりました。 
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この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、38.5％減少し、16,459百万円となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、3.3％減少し、10,808百万円となりました。これは、主として短

期借入金が減少したためであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、91.5％増加し、2,198百万円となりました。これは、主として債

務保証損失引当金を計上したためであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.5％増加し、13,007百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、76.1％減少し、3,451百万円となりました。これは、主として

利益剰余金が減少したためであります。 

 

【訂正後】 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（単位：百万円） 

 当期末 前期末 増減 

総資産 16,452 26,459 △10,006 

総負債 13,296 12,655 640 

 うち有利子負債 7,702 8,172 △470 

純資産 3,156 13,803 △10,647 

 うち自己資本 3,090 13,723 △10,633 

Ｄ／Ｅレシオ（倍） 2.5 0.6 1.9 

有利子負債：連結貸借対照表に計上されている短期借入金、１年内返済予定長期借入金、長期借入金の合計 

Ｄ／Ｅレシオ：有利子負債／自己資本 

 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、56.2％減少し、7,728百万円となりました。これは、保有目的の

変更に伴い、販売用不動産を有形固定資産に計上したためであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、1.2％減少し、8,723百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、37.8％減少し、16,452百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、3.6％減少し、11,097百万円となりました。これは、主として短

期借入金が減少したためであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、91.5％増加し、2,198百万円となりました。これは、主として債

務保証損失引当金を計上したためであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.1％増加し、13,296百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、77.1％減少し、3,156百万円となりました。これは、主として

利益剰余金が減少したためであります。 
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６ページ 

【訂正前】 

②キャッシュ・フローの状況 

中略 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 54.3 53.6 20.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
56.1 34.2 17.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） － － －

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

３ キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 

４ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対

象としております。 

 

【訂正後】 

②キャッシュ・フローの状況 

中略 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 52.2 51.9 18.8

時価ベースの自己資本比（％） 56.8 34.6 17.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） － － －

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

３ キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 

４ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対

象としております。 
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10ページ 

【訂正前】 

（4）事業等のリスク 

中略 

⑰ 業績の下期偏重について 

当社グループにおきましては、SMO事業での製薬企業等との契約内容等により、従来、下期偏重の経営成績

となっております。現状締結見込の契約も同様の内容となる予定でありますが、今後も同様の傾向が続き、

売上高が翌期にずれこむ場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

なお、平成20年３月期、平成21年３月期における上半期、下半期の経営成績は以下のとおりです。 

 

平成20年３月期 

(1) 連結 
(単位：百万円) 

平成20年３月期 
項目 

上期 下期 通期 

6,404 7,322 13,726売上高 

(構成比) （46.7％） （53.3％） （100.0％）

△538 107 △430営業利益又は営業損失（△） 

(構成比) （ ― ％） （ ― ％） （ ― ％）

△360 85 △275経常利益又は経常損失（△） 

(構成比) （ ― ％） （ ― ％） （ ― ％）

 

平成21年３月期 

(1) 連結 
(単位：百万円) 

平成21年３月期 
項目 

上期 下期 通期 

7,238 7,239 14,478売上高 

(構成比) （50.0％） （50.0％） （100.0％）

17 35 53営業利益 

(構成比) （33.4％） （66.6％） （100.0％）

43 16 60経常利益 

(構成比) （72.6％） （27.4％） （100.0％）
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【訂正後】 

（4）事業等のリスク 

中略 

⑰ 業績の下期偏重について 

当社グループにおきましては、SMO事業での製薬企業等との契約内容等により、従来、下期偏重の経営成績

となっております。現状締結見込の契約も同様の内容となる予定でありますが、今後も同様の傾向が続き、

売上高が翌期にずれこむ場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

なお、平成20年３月期、平成21年３月期における上半期、下半期の経営成績は以下のとおりです。 

 

平成20年３月期 

(1) 連結 
(単位：百万円) 

平成20年３月期 
項目 

上期 下期 通期 

6,404 7,322 13,726売上高 

(構成比) （46.7％） （53.3％） （100.0％）

△448 197 △250営業利益又は営業損失（△） 

(構成比) （ ― ％） （ ― ％） （ ― ％）

△270 175 △95経常利益又は経常損失（△） 

(構成比) （ ― ％） （ ― ％） （ ― ％）

 

平成21年３月期 

(1) 連結 
(単位：百万円) 

平成21年３月期 
項目 

上期 下期 通期 

7,238 7,239 14,478売上高 

(構成比) （50.0％） （50.0％） （100.0％）

107 68 175営業利益 

(構成比) （61.1％） （38.9％） （100.0％）

133 49 182経常利益 

(構成比) （73.1％） （26.9％） （100.0％）
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16～17ページ 

【訂正前】 

４．【連結財務諸表等】 

 (1) 【連結貸借対照表】 

  (単位：百万円)

 
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 2,736  1,519

  受取手形及び売掛金 2,947  2,900

  営業貸付金 5,533  2,344

  たな卸資産 4,244  －

  商品及び製品 －  1,308

  仕掛品 －  475

  原材料及び貯蔵品 －  208

  繰延税金資産 128  32

  短期貸付金 1,682  1,398

  その他 947  658

  貸倒引当金 △510  △3,137

  流動資産合計 17,710  7,709

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 3,841 ※１ 5,379

    減価償却累計額 △1,712  △1,830

    減損損失累計額 －  △535

    建物及び構築物（純額） 2,129  3,013

   機械装置及び運搬具 2,314  2,339

    減価償却累計額 △1,614  △1,767

    減損損失累計額 －  △48

    機械及び装置（純額） 700  523

   土地 1,428 ※１ 2,360

   建設仮勘定 10  15

   その他 427  428

    減価償却累計額 △307  △321

    減損損失累計額 －  △8

    その他（純額） 119  98

   有形固定資産合計 4,388  6,011

  無形固定資産  

   のれん ※５ 704 ※５ 413

   その他 197  157

   無形固定資産合計 902  571
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  (単位：百万円)

 
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) 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 ※２ 1,517 ※２ 243

   長期貸付金 176  －

   長期営業貸付金 －  3,835

   繰延税金資産 257  106

   差入保証金 －  1,032

   その他 ※１ 2,059  1,210

   貸倒引当金 △249  △4,261

   投資その他の資産合計 3,762  2,167

  固定資産合計 9,052  8,749

 資産合計 26,763  16,459

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,256  1,514

  短期借入金 7,449 ※１ 6,883

  一年内返済予定長期借入金 665  664

  未払法人税等 81  65

  繰延税金負債 0  0

  賞与引当金 33  34

  その他 1,692  1,644

  流動負債合計 11,179  10,808

 固定負債  

  長期借入金 58  154

  退職給付引当金 401  409

  債務保証損失引当金 －  1,101

  繰延税金負債 171  171

  その他 516  360

  固定負債合計 1,147  2,198

 負債合計 12,327  13,007

（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 549  △10,429

  株主資本合計 14,412  3,434

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △57  △37

  評価・換算差額等合計 △57  △37

 少数株主持分 80  54

 純資産合計 14,436  3,451

負債・純資産合計 26,763  16,459
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【訂正後】 

４．【連結財務諸表等】 

(1) 【連結貸借対照表】 

  (単位：百万円)

 
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 2,736  1,519

  受取手形及び売掛金 2,949  2,900

  営業貸付金 5,533  2,344

  たな卸資産 4,244  －

  商品及び製品 －  1,308

  仕掛品 －  475

  原材料及び貯蔵品 －  208

  繰延税金資産 50  51

  短期貸付金 1,682  1,398

  その他 946  658

  貸倒引当金 △510  △3,137

  流動資産合計 17,632  7,728

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 3,841 ※１ 5,379

    減価償却累計額 △1,712  △1,830

    減損損失累計額 －  △535

    建物及び構築物（純額） 2,129  3,013

   機械装置及び運搬具 2,053  2,339

    減価償却累計額 △1,614  △1,767

    減損損失累計額 －  △48

    機械及び装置（純額） 439  523

   土地 1,428 ※１ 2,360

   建設仮勘定 10  15

   その他 427  428

    減価償却累計額 △307  △321

    減損損失累計額 －  △8

    その他（純額） 119  98

   有形固定資産合計 4,128  6,011

  無形固定資産  

   のれん ※５ 704 ※５ 413

   その他 197  157

   無形固定資産合計 902  571
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  (単位：百万円)

 
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) 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 ※２ 1,517 ※２ 243

   長期貸付金 176  －

   長期営業貸付金 －  3,835

   繰延税金資産 302  90

   差入保証金 －  1,032

   その他 ※１ 2,059  1,210

   貸倒引当金 △259  △4,271

   投資その他の資産合計 3,796  2,141

  固定資産合計 8,826  8,723

 資産合計 26,459  16,452

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,256  1,514

  短期借入金 7,449 ※１ 6,883

  一年内返済予定長期借入金 665  664

  未払法人税等 269  341

  繰延税金負債 0  0

  賞与引当金 33  34

  その他 1,833  1,657

  流動負債合計 11,507  11,097

 固定負債  

  長期借入金 58  154

  退職給付引当金 401  409

  債務保証損失引当金 －  1,101

  繰延税金負債 171  171

  その他 516  360

  固定負債合計 1,147  2,198

 負債合計 12,655  13,296

（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 △83  △10,736

  株主資本合計 13,780  3,127

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △57  △37

  評価・換算差額等合計 △57  △37

 少数株主持分 80  66

 純資産合計 13,803  3,156

負債・純資産合計 26,459  16,452
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18～19ページ 

【訂正前】 

(2) 【連結損益計算書】 

  (単位：百万円)

 

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 13,726  14,478

売上原価 9,739  10,165

売上総利益 3,987  4,313

販売費及び一般管理費  

 役員報酬 347  394

 給料手当及び賞与 889  1,110

 賞与引当金繰入額 75  109

 賃借料 573  600

 貸倒引当金繰入額 93  5

 その他 2,438  2,038

 販売費及び一般管理費合計 4,418  4,259

営業利益又は営業損失（△） △430  53

営業外収益  

 受取利息 27  38

 受取配当金 192  －

 休業補償金 57  71

 その他 44  39

 営業外収益合計 321  150

営業外費用  

 支払利息 97  111

 投資有価証券評価損 46  －

 租税公課 －  16

 その他 22  15

 営業外費用合計 166  143

経常利益又は経常損失（△） △275  60

特別利益  

 固定資産売却益 ※１ 35  －

 投資有価証券売却益 35  －

 前期損益修正益 －  27

 繰延利益一括戻入益 －  156

 損害賠償金収入 7  －

 債務免除益 31  0

 その他 2  6

 特別利益合計 111  190

特別損失  

 固定資産売却損 ※２ 0 ※２ 8

 固定資産除却損 ※３ 238 ※３ 23

 投資有価証券売却損 23  －

 投資有価証券評価損 17  1,352

 関係会社株式評価損 10  －

 減損損失 － ※４ 1,280

 前期損益修正損 60  －

 貸倒引当金繰入額 392  6,772
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  (単位：百万円)

 

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) 

 債務保証損失引当金繰入額 －  1,101

 その他 117  336

 特別損失合計 861  10,874

税金等調整前当期純損失（△） △1,024  △10,623

法人税、住民税及び事業税 75  78

法人税等調整額 89  208

法人税等合計 164  286

少数株主損失（△） △98  △25

当期純損失（△） △1,090  △10,884
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【訂正後】 

(2) 【連結損益計算書】 

  (単位：百万円)

 

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 13,726  14,478

売上原価 9,739  10,165

売上総利益 3,987  4,313

販売費及び一般管理費  

 役員報酬 347  394

 給料手当及び賞与 889  1,206

 賞与引当金繰入額 75  13

 賃借料 573  600

 貸倒引当金繰入額 93  5

 その他 2,258  1,916

 販売費及び一般管理費合計 4,238  4,137

営業利益又は営業損失（△） △250  175

営業外収益  

 受取利息 27  38

 受取配当金 192  －

 休業補償金 57  71

 その他 44  39

 営業外収益合計 321  150

営業外費用  

 支払利息 97  111

 投資有価証券評価損 46  －

 租税公課 －  16

 その他 22  15

 営業外費用合計 166  143

経常利益又は経常損失（△） △95  182

特別利益  

 固定資産売却益 ※１ 35  －

 投資有価証券売却益 35  －

 前期損益修正益 －  27

 繰延利益一括戻入益 －  156

 損害賠償金収入 7  －

 債務免除益 31  0

 雑収入 ※５ 9  6

 その他 2  5

 特別利益合計 120  196

特別損失  

 固定資産売却損 ※２ 0 ※２ 8

 固定資産除却損 ※３ 238 ※３ 23

 投資有価証券売却損 23  －

 投資有価証券評価損 17  1,352

 関係会社株式評価損 10  －

 減損損失 － ※４ 1,019

 前期損益修正損 60  －

 貸倒引当金繰入額 272  6,772

 債務保証損失引当金繰入額 －  1,101
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  (単位：百万円)

 

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) 

 その他 117  336

 特別損失合計 741  10,613

税金等調整前当期純損失（△） △715  △10,235

法人税、住民税及び事業税 182  167

法人税等調整額 131  170

法人税等合計 314  337

少数株主損失（△） △98  △14

当期純損失（△） △931  △10,559
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20～21ページ 

【訂正前】 

(3) 【連結株主資本等変動計算書】 

  (単位：百万円)

 
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 6,286  6,286

  当期末残高 6,286  6,286

 資本剰余金  

  前期末残高 7,577  7,577

  当期末残高 7,577  7,577

 利益剰余金  

  前期末残高 1,732  549

  当期変動額  

   剰余金の配当 △93  △93

   当期純損失（△） △1,090  △10,884

   その他 1  －

   当期変動額合計 △1,183  △10,978

  当期末残高 549  △10,429

 株主資本合計  

  前期末残高 15,596  14,412

  当期変動額  

   剰余金の配当 △93  △93

   当期純損失（△） △1,090  △10,884

   その他 1  －

   当期変動額合計 △1,183  △10,978

  当期末残高 14,412  3,434

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 7  △57

  当期変動額  

   純資産の部に直接計上されたその他有価証券
評価差額金の増減 

△64  19

   当期変動額合計 △64  19

  当期末残高 △57  △37

 評価・換算差額合計  

  前期末残高 7  △57

  当期変動額  

   純資産の部に直接計上されたその他有価証券
評価差額金の増減 

△64  19

   当期変動額合計 △64  19

  当期末残高 △57  △37

少数株主持分  

 前期末残高 438  80

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △357  △25

  当期変動額合計 △357  △25

 当期末残高 80  54
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  (単位：百万円)

 
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) 

 
純資産合計 

 

 前期末残高 16,041  14,436

 当期変動額  

  剰余金の配当 △93  △93

  当期純損失（△） △1,090  △10,884

  純資産の部に直接計上されたその他有価証券評
価差額金の増減 

△64  19

  その他 1  －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △357  △25

  当期変動額合計 △1,605  △10,984

 当期末残高 14,436  3,451
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【訂正後】 

(3) 【連結株主資本等変動計算書】 

  (単位：百万円)

 
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 6,286  6,286

  当期末残高 6,286  6,286

 資本剰余金  

  前期末残高 7,577  7,577

  当期末残高 7,577  7,577

 利益剰余金  

  前期末残高 940  △83

  当期変動額  

   剰余金の配当 △93  △93

   当期純損失（△） △931  △10,559

   その他 1  －

   当期変動額合計 △1,024  △10,652

  当期末残高 △83  △10,736

 株主資本合計  

  前期末残高 14,804  13,780

  当期変動額  

   剰余金の配当 △93  △93

   当期純損失（△） △931  △10,559

   その他 1  －

   当期変動額合計 △1,024  △10,652

  当期末残高 13,780  3,127

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 7  △57

  当期変動額  

   純資産の部に直接計上されたその他有価証券
評価差額金の増減 

△64  19

   当期変動額合計 △64  19

  当期末残高 △57  △37

 評価・換算差額合計  

  前期末残高 7  △57

  当期変動額  

   純資産の部に直接計上されたその他有価証券
評価差額金の増減 

△64  19

   当期変動額合計 △64  19

  当期末残高 △57  △37

少数株主持分  

 前期末残高 438  80

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △357  △14

  当期変動額合計 △357  △14

 当期末残高 80  66

純資産合計  

 前期末残高 15,250  13,803
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  (単位：百万円)

 
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) 

 当期変動額  

  剰余金の配当 △93  △93

  当期純損失（△） △931  △10,559

  純資産の部に直接計上されたその他有価証券評
価差額金の増減 

△64  19

  その他 1  －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △357  △14

  当期変動額合計 △1,446  △10,647

 当期末残高 13,803  3,156
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22ページ 

【訂正前】 

(4) 【連結キャッシュ･フロー計算書】 

  (単位：百万円)

 

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（△） △1,024  △10,623

 減価償却費 589  608

 のれん償却額 296  291

 貸倒引当金の増減額 486  6,638

 債務保証損失引当金の増減額 －  1,101

 賞与引当金の増減額 △43  －

 受取利息及び受取配当金 △221  △40

 支払利息 97  111

 為替差損益 1  －

 貸倒損失 2  12

 固定資産減損損失 －  1,280

 固定資産売却益 △35  －

 固定資産売却損 0  8

 固定資産除却損 238  23

 投資有価証券売却益 △35  －

 投資有価証券売却損 23  －

 投資有価証券評価損 －  1,352

 関係会社株式評価損 10  －

 売上債権の増減額 358  47

 営業貸付金の増減額 563  △645

 たな卸資産の増減額 △2,571  △404

 長期未収入金の増減額 －  △546

 仕入債務の増減額 △245  259

 前受金の増減額 38  261

 前受収益の増減額 －  △193

 その他 104  △166

 小計 △1,366  △624

 利息及び配当金の受取額 221  44

 利息の支払額 △107  △107

 法人税等の支払額 △87  △93

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,339  △780

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出 △599  △1

 定期預金の払戻による収入 118  482

 有形固定資産の取得による支出 △1,091  △101

 有形固定資産の売却による収入 1,253  11

 無形固定資産の取得による支出 △20  △28

 投資有価証券の売却による収入 669  18

 関係会社株式の増減額 －  △38

 貸付による支出 △1,928  △61

 貸付金の回収による収入 292  322

 長期前払費用の増加による支出 △251  △8

 子会社株式の取得による支出 △236  －
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  (単位：百万円)

 

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) 

 その他 13  11

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,781  608

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 △581  △341

 長期借入金の借入による収入 700  80

 長期借入金の返済による支出 △79  △209

 配当金の支払額 △92  △92

 財務活動によるキャッシュ・フロー △53  △562

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1  △0

現金及び現金同等物の増減額 △3,176  △734

現金及び現金同等物の期首残高 5,431  2,254

現金及び現金同等物の期末残高 2,254  1,519
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【訂正後】 

(4) 【連結キャッシュ･フロー計算書】 

  (単位：百万円)

 

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（△） △715  △10,235

 減価償却費 589  608

 のれん償却額 296  291

 貸倒引当金の増減額 366  6,638

 債務保証損失引当金の増減額 －  1,101

 賞与引当金の増減額 △43  －

 受取利息及び受取配当金 △221  △40

 支払利息 97  111

 為替差損益 1  －

 貸倒損失 2  12

 固定資産減損損失 －  1,019

 固定資産売却益 △35  －

 固定資産売却損 0  8

 固定資産除却損 238  23

 投資有価証券売却益 △35  －

 投資有価証券売却損 23  －

 投資有価証券評価損 －  1,352

 関係会社株式評価損 10  －

 売上債権の増減額 357  48

 営業貸付金の増減額 563  △645

 たな卸資産の増減額 △2,571  △404

 長期未収入金の増減額 －  △546

 仕入債務の増減額 △245  259

 前受金の増減額 38  261

 前受収益の増減額 －  △193

 その他 △83  △295

 小計 △1,366  △624

 利息及び配当金の受取額 221  44

 利息の支払額 △107  △107

 法人税等の支払額 △87  △93

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,339  △780

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出 △599  △1

 定期預金の払戻による収入 118  482

 有形固定資産の取得による支出 △1,091  △101

 有形固定資産の売却による収入 1,253  11

 無形固定資産の取得による支出 △20  △28

 投資有価証券の売却による収入 669  18

 関係会社株式の増減額 －  △38

 貸付による支出 △1,928  △61

 貸付金の回収による収入 292  322

 長期前払費用の増加による支出 △251  △8

 子会社株式の取得による支出 △236  －

 その他 13  11
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  (単位：百万円)

 

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 △1,781  608

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 △581  △341

 長期借入金の借入による収入 700  80

 長期借入金の返済による支出 △79  △209

 配当金の支払額 △92  △92

 財務活動によるキャッシュ・フロー △53  △562

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1  △0

現金及び現金同等物の増減額 △3,176  △734

現金及び現金同等物の期首残高 5,431  2,254

現金及び現金同等物の期末残高 2,254  1,519
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25～29ページ 

【訂正前】 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

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 連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の数     15社 

 

（略） 

①連結子会社の数     15社 

  

（略） 

 

 なお、㈱アイロムビジネスデベ

ロップメントについては、平成21

年１月１日付でアイロム・プロス

タッフ㈱より商号変更しておりま

す。 

 

 

中略 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～②（略） 

③たな卸資産 

 仕掛品 

個別法による原価法によっており

ます。 

  ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法によってお

ります。 

 製品・原材料 

総平均法による原価法によっており

ます。 

商品 

個別法による原価法によっておりま

す。 

 ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法、移動平均

法による原価法、売価還元法によって

おります。 

①有形固定資産 

  

(略) 

 

（会計方針の変更） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

①～②（略） 

③たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

 

 

 

製品・原材料 

同左 

 

商品 

同左 

 

 

 

 

 

 

①有形固定資産 

  

（略） 
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項目 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)～(4) （略） 

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 

 

 

（追加情報） 

 平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっておりま

す。なお、これによる損益に与える

影響額は軽微であります。 

 また、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。 

②（略） 

 

 

①（略） 

② 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い資産の利用状

況等を見直した結果、機械装置及び運

搬具の耐用年数を変更しております。

なお、これによる損益に与える影響額

は軽微であります。 

 また、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載しており

ます。 

 

②（略） 

 

 

①（略） 

② 消費税等の会計処理 

同左 

 

５～７（略） 

 

【訂正後】 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

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 連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の数     15社 

 

（略） 

 

①連結子会社の数     15社 

 

（略） 

 

 なお、㈱アイロムビジネスデベ

ロップメントについては、平成21

年１月７日付でアイロム・プロス

タッフ㈱より商号変更しておりま

す。 

 

 

２～３（略） 
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項目 

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) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～②（略） 

③たな卸資産 

 仕掛品 

個別法による原価法によっており

ます。 

  ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法によってお

ります。 

 

 

 製品・原材料 

総平均法による原価法によっており

ます。 

 

商品 

個別法による原価法によっておりま

す。 

 ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法、移動平均

法による原価法、売価還元法によって

おります。 

 

 

①有形固定資産 

 

(略) 

 

（会計方針の変更） 

  

(略) 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

 平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっておりま

す。なお、これによる損益に与える

影響額は軽微であります。 

 また、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。 

 

 

①～②（略） 

③たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法（収益性の低下

による簿価切り下げの方法）によって

おります。 

  ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法（収益性の

低下による簿価切り下げの方法）によ

っております。 

製品・原材料 

  総平均法による原価法（収益性の低

下による簿価切り下げの方法）によっ

ております。 

商品 

個別法による原価法（収益性の低下

による簿価切り下げの方法）によって

おります。 

   ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法（収益性の

低下による簿価切り下げの方法）、移

動平均法による原価法（収益性の低下

による簿価切り下げの方法）、売価還

元法によっております。 

①有形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 ただし、一部の連結子会社は、定率

法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

 建物及び構築物     ２～47年 

 機械装置及び運搬具   ２～15年 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、一部の連結

子会社で資産の利用状況等を見直した

結果、機械装置及び運搬具の耐用年数

を変更しております。なお、これによ

り営業利益、経常利益はそれぞれ21百

万円増加しており、税金等調整前当期

純損失は同額減少しております。 

 また、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載しており

ます。 
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項目 

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) 

 

 

 

 

 

(3)～(4) （略） 

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 

 

 

 

 

②（略） 

 

①（略） 

② 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

②（略） 

 

①（略） 

② 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっており、控

除対象外消費税及び地方消費税

は、当連結会計年度の費用として

処理しております。 

５～７（略） 
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31ページ 

【訂正前】 

表示方法の変更 

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) 

（連結貸借対照表） 

 短期貸付金は、総資産の100分の５を超えたため、区

分掲記することとしました。なお、前連結会計年度は流動

資産の「その他」に８百万円含まれております。 

 

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ1,064百万円、408百万円、114百万円であります。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました長期

貸付金（当連結会計年度27百万円）は総資産の100分の

１以下となったため、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示することに変更しました。 

 

 差入保証金は、総資産の100分の５を超えたため、区

分掲記することとしました。なお、前連結会計年度は投

資その他の資産の「その他」に1,127百万円含まれてお

ります。 

 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました業務

受託料（当連結会計年度０百万円）は営業外収益総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することに変更しました。 

 

 休業補償金は、営業外収益総額の100分の10を超えた

ため、区分掲記することとしました。なお、前連結会計年

度は営業外収益の「その他」に６百万円含まれておりま

す。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました控除

対象外消費税等（当連結会計年度８百万円）は営業外費

用総額の100分の10以下となったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示することに変更しました。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました解約

違約金（当連結会計年度９百万円）は特別損失総額の100

分の10以下となったため、特別損失の「その他」に含め

て表示することに変更しました。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました臨時

償却費（当連結会計年度０百万円）は特別損失総額の

100分の10以下となったため、特別損失の「その他」に

含めて表示することに変更しました。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました受取

配当金（当連結会計年度１百万円）は営業外収益総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することに変更しました。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました前期

損益修正損（当連結会計年度17百万円）は特別損失総額

の100分の10以下となったため、特別損失の「その他」

に含めて表示することに変更しました。 
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【訂正後】 

表示方法の変更 

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) 

（連結貸借対照表） 

 短期貸付金は、総資産の100分の５を超えたため、区

分掲記することとしました。なお、前連結会計年度は流動

資産の「その他」に８百万円含まれております。 

 

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ1,064百万円、408百万円、114百万円であります。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました長期

貸付金（当連結会計年度27百万円）は総資産の100分の

１以下となったため、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示することに変更しました。 

 

 差入保証金は、総資産の100分の５を超えたため、区

分掲記することとしました。なお、前連結会計年度は投

資その他の資産の「その他」に1,127百万円含まれてお

ります。 

 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました業務

受託料（当連結会計年度０百万円）は営業外収益総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することに変更しました。 

 

 休業補償金は、営業外収益総額の100分の10を超えた

ため、区分掲記することとしました。なお、前連結会計年

度は営業外収益の「その他」に６百万円含まれておりま

す。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました控除

対象外消費税等（当連結会計年度８百万円）は営業外費

用総額の100分の10以下となったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示することに変更しました。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました解約

違約金（当連結会計年度９百万円）は特別損失総額の100

分の10以下となったため、特別損失の「その他」に含め

て表示することに変更しました。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました臨時

償却費（当連結会計年度０百万円）は特別損失総額の

100分の10以下となったため、特別損失の「その他」に

含めて表示することに変更しました。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました受取

配当金（当連結会計年度１百万円）は営業外収益総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することに変更しました。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました前期

損益修正損（当連結会計年度12百万円）は特別損失総額

の100分の10以下となったため、特別損失の「その他」

に含めて表示することに変更しました。 
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32ページ 

【訂正前】 

追加情報 

 

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) 

─────  前連結会計年度において「たな卸資産」として表示し

ていた販売用不動産（2,656百万円）については、保有

目的の変更に伴い、当連結会計年度より有形固定資産の

建物及び構築物（1,594百万円）、土地（1,061百万円）

に計上しております。当該不動産の将来における収益性

を勘案し、当社グループの事業での利用がより望ましい

と判断したためであります。 

 

【訂正後】 

追加情報 

 

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) 

─────  前連結会計年度において「たな卸資産」として表示し

ていた販売用不動産（2,656百万円）については、保有

目的の変更に伴い、当連結会計年度より有形固定資産の

建物及び構築物（1,594百万円）、土地（1,061百万円）

に計上しております。当該不動産の将来における収益性

を勘案し、当社グループの事業での利用がより望ましい

と判断したためであります。 

当連結会計年度より営業貸付金の返済期間を考慮して社

内基準を見直した結果、契約期間が３年超の営業貸付金

につきましては、流動資産から投資その他の資産の「長

期営業貸付金」へ振り替えて表示しております。 
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【訂正前】 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

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） 

  
※１ 担保に供している資産 

―――――――― 

 

 

 

 

 

※１ 担保に供している資産 

建物及び構築物 1,524百万円 

土地 1,333百万円 

 計 2,858百万円 

 上記物件は、短期借入金2,519百万円の担保に供して
おります。 

 

（セール・アンド・リースバック取引における残価保

証） 

 平成19年３月１日付で連結子会社であるアイロム製

薬㈱が有する工場内の水素水製造設備を三井住友銀リ

ース㈱（現三井住友ファイナンス＆リース㈱）に譲渡

し、当該物件について三井住友銀リース㈱（現三井住

友ファイナンス＆リース㈱）とセール・アンド・リー

スバック契約を締結しました。 

 当該取引は、リース契約満了時にアイロム製薬㈱が

リース契約時に決定された処分見込み価額329百万円を

低元本としてリース契約を継続するか、あるいはア

イロム製薬㈱が返還時の評価額または処分額にて物件

の返還を受け、処分見込み価額との差額を支払うこと

により契約を終了することができることとなっており

ます。 

 また、当該契約に基づく未払リース料残高と残価保

証329百万円の債務履行を担保するために、アイロム製

薬㈱は三井住友銀リース㈱（現三井住友ファイナンス

＆リース㈱）に対し、リース契約期間中、毎月、保証

金５百万円を支払い、総額329百万円を預託するととも

に、定期預金599百万円を差し入れる契約となっており

ます。なお、当連結会計年度末において預託保証金は

76百万円、定期預金は481百万円となっております。 

（セール・アンド・リースバック取引における残価保

証） 

 平成19年３月１日付で連結子会社であるアイロム製

薬㈱が有する工場内の水素水製造設備を三井住友銀リ

ース㈱（現三井住友ファイナンス＆リース㈱）に譲渡

し、当該物件について三井住友銀リース㈱（現三井住

友ファイナンス＆リース㈱）と締結しましたセール・

アンド・リースバック契約につきまして、平成21年2月

28日にリース途中解約協定書を締結しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次
のとおりであります。 

 投資有価証券 １百万円

  

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次
のとおりであります。 

 投資有価証券 39百万円

  

 ３ 受取手形割引高        ―――――  ３ 受取手形割引高         164百万円 

 ４ 債務保証 

保証先 金額 内容 

医療法人社団上善会 1,356百万円 リース債務 

医療法人社団メディフ

ァ 
566百万円 借入債務 

㈱ブルーマーキュリー 232百万円 借入債務 

計 2,154百万円 ― 
 

 ４ 債務保証 

保証先 金額 内容 

医療法人社団上善会 1,101百万円 リース債務 

㈱ブルーマーキュリー 164百万円 借入債務 

計 1,265百万円 ― 

債務保証損失引当金 △1,101百万円 ― 

差引額 164百万円 ― 
 

 

※５ のれん及び負ののれんの表示 

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相
殺前の金額は次のとおりであります。 

 

 

※５ のれん及び負ののれんの表示 

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相
殺前の金額は次のとおりであります。 
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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） 

 

のれん 737百万円

負ののれん 33百万円

 差引 704百万円
 

 

のれん 439百万円

負ののれん 26百万円

 差引 413百万円
 

  

 

【訂正後】 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

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） 

  
※１ 担保に供している資産 

―――――――― 

 

 

 

 

 

※１ 担保に供している資産 

建物及び構築物 1,524百万円 

土地 1,333百万円 

 計 2,858百万円 

 上記物件は、短期借入金2,519百万円の担保に供して
おります。 

 

（セール・アンド・リースバック取引における残価保

証） 

 平成19年３月１日付で連結子会社であるアイロム製

薬㈱が有する工場内の水素水製造設備を三井住友銀リ

ース㈱（現三井住友ファイナンス＆リース㈱）に譲渡

し、当該物件について三井住友銀リース㈱（現三井住

友ファイナンス＆リース㈱）とセール・アンド・リー

スバック契約を締結しました。 

 当該取引は、リース契約満了時にアイロム製薬㈱が

リース契約時に決定された処分見込み価額329百万円を

低元本としてリース契約を継続するか、あるいはア

イロム製薬㈱が返還時の評価額または処分額にて物件

の返還を受け、処分見込み価額との差額を支払うこと

により契約を終了することができることとなっており

ます。 

 また、当該契約に基づく未払リース料残高と残価保

証329百万円の債務履行を担保するために、アイロム製

薬㈱は三井住友銀リース㈱（現三井住友ファイナンス

＆リース㈱）に対し、リース契約期間中、毎月、保証

金５百万円を支払い、総額329百万円を預託するととも

に、定期預金599百万円を差し入れる契約となっており

ます。なお、当連結会計年度末において預託保証金は

76百万円、定期預金は481百万円となっております。 

（セール・アンド・リースバック取引における残価保

証） 

 平成19年３月１日付で連結子会社であるアイロム製

薬㈱が有する工場内の水素水製造設備を三井住友銀リ

ース㈱（現三井住友ファイナンス＆リース㈱）に譲渡

し、当該物件について三井住友銀リース㈱（現三井住

友ファイナンス＆リース㈱）と締結しましたセール・

アンド・リースバック契約につきまして、平成21年2月

28日にリース途中解約協定書を締結しました。そのた

め、残価保証はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次
のとおりであります。 

 投資有価証券 １百万円

  

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次
のとおりであります。 

 投資有価証券 39百万円

  

 ３ 受取手形割引高        ―――――  ３ 受取手形割引高         164百万円 
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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） 

 

 ４ 債務保証 

保証先 金額 内容 

医療法人社団上善会 1,356百万円 リース債務 

医療法人社団メディフ

ァ 
566百万円 借入債務 

㈱ブルーマーキュリー 232百万円 借入債務 

計 2,154百万円 ― 
 

 

 ４ 債務保証 

保証先 金額 内容 

医療法人社団上善会 1,101百万円 
リース債務 

借入債務 

㈱ブルーマーキュリー 164百万円 借入債務 

慶田朋子 10百万円 借入債務 

計 1,275百万円 ― 

債務保証損失引当金 △1,101百万円 ― 

差引額 174百万円 ― 
 

※５ のれん及び負ののれんの表示 

のれん及び負ののれんは、相殺表示しておりま
す。相殺前の金額は次のとおりであります。 

のれん 737百万円

負ののれん 33百万円

 差引 704百万円
 

※５ のれん及び負ののれんの表示 

のれん及び負ののれんは、相殺表示しておりま
す。相殺前の金額は次のとおりであります。 

のれん 439百万円

負ののれん 26百万円

 差引 413百万円
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【訂正前】 

（連結損益計算書関係） 

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 固定資産売却益 

土地 30百万円

建物及び構築物 4百万円

計 35百万円

  

※１ 固定資産売却益 

 ―――――――― 

 

※２ 固定資産売却損 

機械装置及び運搬具 0百万円

その他(工具器具備品) 0百万円

計 0百万円

  

※２ 固定資産売却損 

土地 0百万円 

その他(工具器具備品) 7百万円 

計 8百万円 

  

※３ 固定資産除却損 

建物及び構築物 227百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

その他(工具器具備品) 10百万円

計 238百万円

  

※３ 固定資産除却損 

建物及び構築物 19百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

その他(工具器具備品) 2百万円

計 23百万円

  
 
※４ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産
グループについて減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

東京都港区 
クリニック 

モール 
建物及び構築物 

建物及び構築物 
東京都品川区 賃貸 

土地 

東京都品川区 
独占 

販売権 
長期前払費用 

神奈川県 

厚木市 
製造設備 

建物及び構築物 
機械装置及び運搬具

土地 

その他 

リース資産 

 
当社グループは、キャッシュフローを生み出す 小単位
として主として事業部門及び製品群を基本単位としてグ
ルーピングを行っております。 
 営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産
グループの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低い
と判断した事業部門及び製品群について、当該資産グル
ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失（1,280百万円）として特別損失に計上しま
した。 
 減損損失の内訳は、建物及び構築物498百万円、機械
装置及び運搬具１百万円、土地120百万円、その他８百
万円、リース資産505百万円、長期前払費用149百万円で
あります。 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は、クリニッ
クモール及び賃貸については正味売却価格と使用価値に
より測定しており、独占販売権及び製造設備については
使用価値により測定しております。使用価値は将来キャ
ッシュフローがマイナスの場合、回収可能価額を零とし

 

※４ 減損損失 

 

―――――――― 
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【訂正後】 

（連結損益計算書関係） 

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 固定資産売却益 

土地 30百万円

建物及び構築物 4百万円

計 35百万円

  

※１ 固定資産売却益 

 ―――――――― 

 

※２ 固定資産売却損 

機械装置及び運搬具 0百万円

その他(工具器具備品) 0百万円

計 0百万円

  

※２ 固定資産売却損 

土地 0百万円 

その他(工具器具備品) 7百万円 

計 8百万円 

  

※３ 固定資産除却損 

建物及び構築物 227百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

その他(工具器具備品) 10百万円

計 238百万円
 

※３ 固定資産除却損 

建物及び構築物 19百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

その他(工具器具備品) 2百万円

計 23百万円

  

※４ 減損損失 

 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※４ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産
グループについて減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

東京都港区 
クリニック 

モール 
建物及び構築物 

建物及び構築物 
東京都品川区 賃貸 

土地 

東京都品川区 
独占 

販売権 
長期前払費用 

神奈川県 

厚木市 
製造設備 

建物及び構築物 
機械装置及び運搬具

その他 

リース資産 

東京都港区 店舗 
建物及び構築物 

その他 

 
当社グループは、キャッシュフローを生み出す 小単位
として主として事業部門、製品群及び店舗を基本単位と
してグルーピングを行っております。 
 営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産
グループの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低い
と判断した事業部門、製品群及び店舗について、当該資
産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額を減損損失（1,019百万円）として特別損失に計
上しました。 
 減損損失の内訳は、建物及び構築物498百万円、機械
装置及び運搬具１百万円、土地120百万円、その他５百
万円、リース資産244百万円、長期前払費用149百万円で
あります。 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は、クリニッ
クモール、賃貸及び店舗については正味売却価格と使用
価値により測定しており、独占販売権及び製造設備につ
いては使用価値により測定しております。使用価値は将
来キャッシュフローがマイナスの場合、回収可能価額を
零として評価しております。 
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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) 

※５ 売上取引の訂正に伴う、関連する消費税差額を収
益として計上しているものであります。 

※５          同左 
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【訂正前】 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

 
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)

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
   

 売上高    

 (1)外部顧客に対

する売上高 
3,092 954 380 4,202 4,595 502 13,726 － 13,726

 (2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

4 39 162 3 28 26 264 （264） －

計 3,096 993 543 4,205 4,623 528 13,991 （264） 13,726

 営業費用 2,321 1,011 526 4,175 5,170 504 13,710 447 14,157

 営業利益又は営

業損失（△） 
775 △17 17 30 △547 24 281 （712） △430

Ⅱ 資産、減価償

却費及び資本

的支出 

   

 資産 2,242 6,992 129 6,079 2,900 4,388 22,733 4,029 26,763

 減価償却費 66 64 10 380 22 6 532 27 559

 資本的支出 9 107 30 809 63 0 1,022 256 1,279

（注）１ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

（1）ＳＭＯ事業 

製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う臨床試験に係る業務を支援する事業 

（2）メディカルサポート事業 

クリニックモールの設置・賃貸やクリニックモール内外の各医療機関への医療機器等の販売等

医業の支援を行う事業 

（3）人材コンサルティング事業 

医療関連スタッフの紹介・派遣等並びに教育研修を専門とする事業 

（4）医薬品等の販売事業 

薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

（5）医薬品等の製造販売事業 

受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6）その他の事業 

上記以外の事業(不動産販売事業、貸金業等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は、757百万円であり、その

主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(4,029百万円)の主なものは、親会社での余

資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 （2）重



 

39 

要な減価償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（会計方針の変更）」に記載の通り、法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これによる損益

に与える影響額は軽微であります。 

 なお、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方法によっております。これによる損益に与える影響額は軽微であり

ます。 

 

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) 

 
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)

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
   

 売上高    

 (1)外部顧客に対

する売上高 
3,457 1,078 397 4,041 4,770 732 14,478 － 14,478

 (2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

3 33 70 0 8 3 120 （120） －

計 3,461 1,112 467 4,042 4,779 736 14,599 （120） 14,478

 営業費用 2,714 995 436 3,988 4,893 703 13,732 692 14,424

 営業利益又は営

業損失（△） 
746 117 30 53 △114 33 866 （813） 53

Ⅱ 資産、減価償

却費及び資本

的支出 

   

 資産 2,439 2,119 100 2,871 5,192 3,095 15,817 641 16,459

 減価償却費 99 100 10 25 333 6 576 31 608

 資本的支出 16 5 3 31 139 5 201 49 250

（注）１ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

（1）ＳＭＯ事業 

製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う臨床試験に係る業務を支援する事業 

（2）メディカルサポート事業 

クリニックモールの設置・賃貸や医業の支援を行う事業 

（3）人材コンサルティング事業 

医療関連スタッフの紹介・派遣等並びに教育研修を専門とする事業 

（4）医薬品等の販売事業 

薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

（5）医薬品等の製造販売事業 

受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6）その他の事業 

上記以外の事業(ＣＲＯ事業、不動産管理等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は、895百万円であり、その

主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(13,637百万円)の主なものは、親会社での余

資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）を適用し、評価基準については、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更

しております。この変更に伴い、医薬品等の販売事業における営業利益は、従来の方法によった場

合に比べて、33百万円減少しております。 

７ 法人税法の改正に伴い資産の利用状況等を見直した結果、機械装置及び運搬具の耐用年数を変更

しております。なお、これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

８ 当社が 終ユーザーのリース債務に対して債務保証損失引当金を計上したことにより、利益相当
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部分について全額を取崩しました。これにより、税金等調整前当期純損失は156百万円減少しており

ます。 

 

【訂正後】 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

 
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)

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
   

 売上高    

 (1)外部顧客に対

する売上高 
3,092 954 380 4,202 4,595 502 13,726 － 13,726

 (2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

4 39 162 3 28 26 264 （264） －

計 3,096 993 543 4,205 4,623 528 13,991 （264） 13,726

 営業費用 2,141 1,011 526 4,175 5,170 504 13,530 447 13,977

 営業利益又は営

業損失（△） 
955 △17 17 30 △547 24 461 （712） △250

Ⅱ 資産、減価償

却費及び資本

的支出 

   

 資産 2,208 6,982 129 2,900 5,818 4,388 22,429 4,029 26,459

 減価償却費 66 64 10 29 380 6 557 31 589

 資本的支出 9 107 30 63 809 0 1,022 256 1,279

（注）１ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

（1）ＳＭＯ事業 

製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う臨床試験に係る業務を支援する事業 

（2）メディカルサポート事業 

クリニックモールの設置・賃貸やクリニックモール内外の各医療機関への医療機器等の販売等

医業の支援を行う事業 

（3）人材コンサルティング事業 

医療関連スタッフの紹介・派遣等並びに教育研修を専門とする事業 

（4）医薬品等の販売事業 

薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

（5）医薬品等の製造販売事業 

受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6）その他の事業 

上記以外の事業(不動産販売事業、貸金業等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は、757百万円であり、その

主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(4,029百万円)の主なものは、親会社での余

資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 （2）重

要な減価償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（会計方針の変更）」に記載の通り、法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これによる損益

に与える影響額は軽微であります。 

 なお、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌
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年から５年間で均等償却する方法によっております。これによる損益に与える影響額は軽微であり

ます。 

 

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) 

 
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)

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
   

 売上高    

 (1)外部顧客に対

する売上高 
3,457 1,078 397 4,041 4,770 732 14,478 － 14,478

 (2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

3 33 70 0 8 3 120 （120） －

計 3,461 1,112 467 4,042 4,779 736 14,599 （120） 14,478

 営業費用 2,592 995 436 3,988 4,893 703 13,610 692 14,303

 営業利益又は営

業損失（△） 
868 117 30 53 △114 33 988 （813） 175

Ⅱ 資産、減価償

却費、減損損

失及び資本的

支出 

   

 資産 1,954 3,969 100 2,307 5,476 1,250 15,057 1,394 16,452

 減価償却費 

 減損損失 

99

165

100 

468 

10

－

25

－

333

375

6

26

576 

1,036 

31 

（16）

608

1,019

 資本的支出 16 5 3 31 98 5 160 49 209

（注）１ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

（1）ＳＭＯ事業 

製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う臨床試験に係る業務を支援する事業 

（2）メディカルサポート事業 

クリニックモールの設置・賃貸や医業の支援を行う事業 

（3）人材コンサルティング事業 

医療関連スタッフの紹介・派遣等並びに教育研修を専門とする事業 

（4）医薬品等の販売事業 

薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

（5）医薬品等の製造販売事業 

受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6）その他の事業 

上記以外の事業(ＣＲＯ事業、不動産管理等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は、895百万円であり、その

主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(1,677百万円)の主なものは、親会社での余

資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）を適用し、評価基準については、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更

しております。この変更に伴い、医薬品等の販売事業における売上総利益、営業利益、経常利益は

それぞれ33百万円減少しており、税金等調整前当期純損失は同額増加しております。 

７ 法人税法の改正に伴い、一部の連結子会社で資産の利用状況等を見直した結果、機械装置及び運

搬具の耐用年数を変更しております。なお、これにより営業利益、経常利益はそれぞれ21百万円増

加しており、税金等調整前当期純損失は同額減少しております。 

８ 当社が 終ユーザーのリース債務に対して債務保証損失引当金を計上したことにより、利益相当

部分について全額を取崩しました。これにより、税金等調整前当期純損失は156百万円減少しており

ます。 

９ 当連結会計年度に販売用不動産の保有目的を変更したことに伴い、当該資産にかかる不動産管理
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事業につきましては、「その他の事業」から「メディカルサポート事業」に変更しております。 

 

43ページ 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

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 15,351円59銭

１株当たり当期純損失 1,166円28銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、新株予約権残高を有しておりますが、１株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 3,632円85銭

１株当たり当期純損失 11,639円59銭

 

同左 

 

 (注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

項目 

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) 

 連結損益計算書上の当期純損失 1,090百万円 10,884百万円 

 普通株主に帰属しない金額 －百万円 －百万円 

 普通株式に係る当期純損失 1,090百万円 10,884百万円 

 普通株式の期中平均株式数 935,142株 935,142株 

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 

 当期純損失のため全ての
新株予約権が希薄化効果を
有しておりません。 

同左 

 

【訂正後】 

（１株当たり情報） 

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 14,675円08銭

１株当たり当期純損失 996円54銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、新株予約権残高を有しておりますが、１株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 3,304円58銭

１株当たり当期純損失 11,291円36銭

 

同左 

 

 

 (注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

項目 

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) 

 連結損益計算書上の当期純損失 931百万円 10,559百万円 

 普通株主に帰属しない金額 －百万円 －百万円 

 普通株式に係る当期純損失 931百万円 10,559百万円 
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 普通株式の期中平均株式数 935,142株 935,142株 

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 

 当期純損失のため全ての
新株予約権が希薄化効果を
有しておりません。 

同左 
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44～45ページ 

【訂正前】 

５ 【財務諸表等】 

 (1) 【貸借対照表】 

  (単位：百万円)

 
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 1,422  590

  前払費用 35  33

  繰延税金資産 26  －

  短期貸付金 302  8

  関係会社短期貸付金 3,776  722

  1年内回収予定の長期貸付金 ※１ 3,640 ※１ 3,102

  その他 122  54

  貸倒引当金 △24  △10

  流動資産合計 9,301  4,500

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 95  96

    減価償却累計額 △11  △19

    建物（純額） 84  76

   車輌運搬具 2  2

    減価償却累計額 △2  △2

    車両運搬具（純額） 0  0

   工具、器具及び備品 44  48

    減価償却累計額 △11  △17

    工具、器具及び備品（純額） 33  31

   建設仮勘定 －  4

   有形固定資産合計 117  113

  無形固定資産  

   商標権 0  0

   ソフトウェア 21  24

   その他 0  30

   無形固定資産合計 22  55

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,039  197

   関係会社株式 4,884  3,819

   長期貸付金 128  5

   役員長期貸付金 6  －

   関係会社長期貸付金 555  6,045

   長期前払費用 247  235

   長期未収入金 －  546

   繰延税金資産 35  －

   敷金・保証金 277  277

   その他 87  47

   貸倒引当金 △128  △6,655

   投資その他の資産合計 7,135  4,518

  固定資産合計 7,274  4,686

 資産合計 16,575  9,186
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  (単位：百万円)

 
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) 

（負債の部）  

 流動負債  

  短期借入金 － ※１ 1,667

  1年内返済予定の長期借入金 644  532

  未払金 69  47

  未払費用 8  0

  未払法人税等 25  16

  その他 45  5

  流動負債合計 793  2,269

 固定負債  

  債務保証損失引当金 －  947

  固定負債合計 －  947

 負債合計 793  3,216

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 6,286  6,286

  資本剰余金  

   資本準備金 7,577  7,577

   資本剰余金合計 7,577  7,577

  利益剰余金  

   利益準備金 4  4

   その他利益剰余金  

    繰越利益剰余金 1,927  △7,863

   利益剰余金合計 1,932  △7,859

  株主資本合計 15,796  6,004

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △13  △34

  評価・換算差額等合計 △13  △34

 純資産合計 15,782  5,970

負債・純資産合計 16,575  9,186
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【訂正後】 

５ 【財務諸表等】 

 (1) 【貸借対照表】 

  (単位：百万円)

 
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 1,422  590

  前払費用 35  33

  繰延税金資産 26  －

  短期貸付金 302  8

  関係会社短期貸付金 3,776  722

  1年内回収予定の長期貸付金 ※１ 3,640 ※１ 3,102

  その他 122  54

  貸倒引当金 △24  △10

  流動資産合計 9,301  4,500

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 95  96

    減価償却累計額 △11  △19

    建物（純額） 84  76

   車輌運搬具 2  2

    減価償却累計額 △2  △2

    車両運搬具（純額） 0  0

   工具、器具及び備品 44  48

    減価償却累計額 △11  △17

    工具、器具及び備品（純額） 33  31

   建設仮勘定 －  4

   有形固定資産合計 117  113

  無形固定資産  

   商標権 0  0

   ソフトウェア 21  24

   その他 0  30

   無形固定資産合計 22  55

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,039  197

   関係会社株式 4,884  3,819

   長期貸付金 128  5

   役員長期貸付金 6  －

   関係会社長期貸付金 555  6,045

   長期前払費用 247  235

   長期未収入金 －  546

   繰延税金資産 35  －

   敷金・保証金 277  277

   その他 87  47

   貸倒引当金 △128  △6,655

   投資その他の資産合計 7,135  4,518

  固定資産合計 7,274  4,686

 資産合計 16,575  9,186
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  (単位：百万円)

 
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) 

（負債の部）  

 流動負債  

  短期借入金 － ※１ 1,667

  1年内返済予定の長期借入金 644  532

  未払金 991  969

  未払費用 8  0

  未払法人税等 25  16

  その他 45  5

  流動負債合計 1,715  3,191

 固定負債  

  債務保証損失引当金 －  947

  固定負債合計 －  947

 負債合計 1,715  4,138

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 6,286  6,286

  資本剰余金  

   資本準備金 7,577  7,577

   資本剰余金合計 7,577  7,577

  利益剰余金  

   利益準備金 4  4

   その他利益剰余金  

    繰越利益剰余金 1,005  △8,785

   利益剰余金合計 1,010  △8,780

  株主資本合計 14,874  5,083

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △13  △34

  評価・換算差額等合計 △13  △34

 純資産合計 14,860  5,048

負債・純資産合計 16,575  9,186
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46～47ページ 

【訂正前】 

(2) 【損益計算書】 

  (単位：百万円)

 

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  

 経営管理料 ※１ 794 ※１ 794

 関係会社受取配当金 180  －

 売上高合計 975  794

売上総利益  

 経営管理料売上総利益 794  794

 関係会社受取配当金売上総利益 180  －

 売上総利益合計 975  794

販売費及び一般管理費  

 広告宣伝費 41  57

 役員報酬 117  116

 給料手当及び賞与 158  193

 賞与引当金繰入額 41  43

 旅費交通費 37  42

 賃借料 90  108

 租税公課 －  46

 貸倒引当金繰入額 16  －

 減価償却費 10  11

 支払手数料 92  97

 業務委託料 39  87

 その他 112  89

 販売費及び一般管理費合計 757  895

営業利益又は営業損失（△） 217  △100

営業外収益  

 受取利息 ※１ 92 ※１ 176

 有価証券利息 1  －

 受取配当金 192  1

 その他 8  5

 営業外収益合計 294  183

営業外費用  

 支払利息 5  28

 支払手数料 2  －

 租税公課 －  4

 為替差損 1  0

 その他 0  －

 営業外費用合計 9  33

経常利益 502  49
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  (単位：百万円)

 

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) 

特別利益  

 固定資産売却益 ※２ 35  －

 投資有価証券売却益 30  －

 本社移転負担金受入 31  －

 その他 5  －

 特別利益合計 102  －

特別損失  

 固定資産除却損 ※３ 43 ※３ 0

 子会社株式評価損 30  1,164

 投資有価証券売却損 23  －

 投資有価証券評価損 17  831

 関係会社株式評価損 10  －

 貸倒引当金繰入額 128  6,651

 債務保証損失引当金繰入額 －  947

 その他 2  96

 特別損失合計 255  9,691

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 349  △9,641

法人税、住民税及び事業税 19  3

法人税等調整額 112  51

法人税等合計 132  55

当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697
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【訂正後】 

(2) 【損益計算書】 

  (単位：百万円)

 

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  

 経営管理料 ※１ 794 ※１ 794

 関係会社受取配当金 180  －

 売上高合計 975  794

売上総利益  

 経営管理料売上総利益 794  794

 関係会社受取配当金売上総利益 180  －

 売上総利益合計 975  794

販売費及び一般管理費  

 広告宣伝費 41  57

 役員報酬 117  116

 給料手当及び賞与 158  236

 賞与引当金繰入額 41  －

 旅費交通費 37  42

 賃借料 90  108

 租税公課 －  46

 貸倒引当金繰入額 16  －

 減価償却費 10  11

 支払手数料 92  97

 業務委託料 39  87

 その他 112  89

 販売費及び一般管理費合計 757  895

営業利益又は営業損失（△） 217  △100

営業外収益  

 受取利息 ※１ 92 ※１ 176

 有価証券利息 1  －

 受取配当金 192  1

 その他 8  5

 営業外収益合計 294  183

営業外費用  

 支払利息 5  28

 支払手数料 2  －

 租税公課 －  4

 為替差損 1  0

 その他 0  －

 営業外費用合計 9  33

経常利益 502  49
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  (単位：百万円)

 

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) 

特別利益  

 固定資産売却益 ※２ 35  －

 投資有価証券売却益 30  －

 本社移転負担金受入 31  －

 その他 5  －

 特別利益合計 102  －

特別損失  

 固定資産除却損 ※３ 43 ※３ 0

 子会社株式評価損 30  1,164

 投資有価証券売却損 23  －

 投資有価証券評価損 17  831

 関係会社株式評価損 10  －

 貸倒引当金繰入額 128  6,651

 債務保証損失引当金繰入額 －  947

 その他 2  96

 特別損失合計 255  9,691

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 349  △9,641

法人税、住民税及び事業税 19  3

法人税等調整額 112  51

法人税等合計 132  55

当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697
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48～49ページ 

【訂正前】 

(3) 【株主資本等変動計算書】 

  (単位：百万円)

 
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 6,286  6,286

  当期末残高 6,286  6,286

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 7,577  7,577

   当期末残高 7,577  7,577

  資本剰余金合計  

   前期末残高 7,577  7,577

   当期末残高 7,577  7,577

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 4  4

   当期末残高 4  4

  その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 1,804  1,927

    当期変動額  

     当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697

     剰余金の配当 △93  △93

     当期変動額合計 123  △9,791

    当期末残高 1,927  △7,863

  利益剰余金合計  

   前期末残高 1,808  1,932

   当期変動額  

    当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697

    剰余金の配当 △93  △93

    当期変動額合計 123  △9,791

   当期末残高 1,932  △7,859

 株主資本合計  

  前期末残高 15,672  15,796

  当期変動額  

   当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697

   剰余金の配当 △93  △93

   当期変動額合計 123  △9,791

  当期末残高 15,796  6,004

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 4  △13

  当期変動額  

   純資産の部に直接に計上されたその他有価証
券評価差額金の増減 

△18  △20

   当期変動額合計 △18  △20
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  (単位：百万円)

 
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) 

  当期末残高 △13  △34

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 4  △13

  当期変動額  

   純資産の部に直接に計上されたその他有価証
券評価差額金の増減 

△18  △20

   当期変動額合計 △18  △20

  当期末残高 △13  △34

純資産合計  

 前期末残高 15,677  15,782

 当期変動額  

  当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697

  剰余金の配当 △93  △93

  純資産の部に直接に計上されたその他有価証券
評価差額金の増減 

△18  △20

  当期変動額合計 105  △9,812

 当期末残高 15,782  5,970
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【訂正後】 

(3) 【株主資本等変動計算書】 

  (単位：百万円)

 
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 6,286  6,286

  当期末残高 6,286  6,286

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 7,577  7,577

   当期末残高 7,577  7,577

  資本剰余金合計  

   前期末残高 7,577  7,577

   当期末残高 7,577  7,577

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 4  4

   当期末残高 4  4

  その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 882  1,005

    当期変動額  

     当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697

     剰余金の配当 △93  △93

     当期変動額合計 123  △9,791

    当期末残高 1,005  △8,785

  利益剰余金合計  

   前期末残高 887  1,010

   当期変動額  

    当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697

    剰余金の配当 △93  △93

    当期変動額合計 123  △9,791

   当期末残高 1,010  △8,780

 株主資本合計  

  前期末残高 14,751  14,874

  当期変動額  

   当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697

   剰余金の配当 △93  △93

   当期変動額合計 123  △9,791

  当期末残高 14,874  5,083

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 4  △13

  当期変動額  

   純資産の部に直接に計上されたその他有価証
券評価差額金の増減 

△18  △20

   当期変動額合計 △18  △20

  当期末残高 △13  △34
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  (単位：百万円)

 
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) 

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 4  △13

  当期変動額  

   純資産の部に直接に計上されたその他有価証
券評価差額金の増減 

△18  △20

   当期変動額合計 △18  △20

  当期末残高 △13  △34

純資産合計  

 前期末残高 14,755  14,860

 当期変動額  

  当期純利益又は当期純損失（△） 216  △9,697

  剰余金の配当 △93  △93

  純資産の部に直接に計上されたその他有価証券
評価差額金の増減 

△18  △20

  当期変動額合計 105  △9,812

 当期末残高 14,860  5,048
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52ページ 

【訂正前】 

重要な会計方針 

項目 

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) 

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

【訂正後】 

重要な会計方針 

項目 

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) 

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は、当事業年

度の費用として処理しております。 

 

53ページ 

【訂正前】 

表示方法の変更 

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) 

（貸借対照表） 

 短期貸付金は、総資産の100分の１を超えたため、区
分掲記することとしました。なお、前期は流動資産の
「その他」に８百万円含まれております。 

 

 1年内回収予定の長期貸付金は、総資産の100分の１
を超えたため、区分掲記することとしました。なお、
前期は流動資産の「その他」に１百万円含まれており
ます。 

 

 前期まで独立科目で掲記していた預り金（当期５百
万円）は資産総額の100分の１以下となったため、流動
負債の「その他」に含めて表示しております。 

（貸借対照表） 

――――――― 

 

（損益計算書） 

 前期に独立科目で掲記していた前期損益修正益（当
期５百万円）は、特別利益総額の100分の10以下となっ
たため、特別利益の「その他」に含めて表示すること
に変更しました。 

 

 

（損益計算書） 

 租税公課は、販売費及び一般管理費総額の100分の５
を超えたため、区分掲記することとしました。なお、
前期は販売費及び一般管理費の「その他」に45百万円
含まれております。 
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【訂正後】 

表示方法の変更 

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) 

（貸借対照表） 

 短期貸付金は、総資産の100分の１を超えたため、区
分掲記することとしました。なお、前期は流動資産の
「その他」に８百万円含まれております。 

 

 1年内回収予定の長期貸付金は、総資産の100分の１
を超えたため、区分掲記することとしました。なお、
前期は流動資産の「その他」に１百万円含まれており
ます。 

 

 前期まで独立科目で掲記していた預り金（当期５百
万円）は資産総額の100分の１以下となったため、流動
負債の「その他」に含めて表示しております。 

（貸借対照表） 

――――――― 

 

（損益計算書） 

 広告宣伝費は、販売費及び一般管理費総額の100分の
５を超えたため、区分掲記することとしました。な
お、前期は販売費及び一般管理費の「その他」に40百
万円含まれております。 

 

前期に独立科目で掲記していた前期損益修正益（当
期５百万円）は、特別利益総額の100分の10以下となっ
たため、特別利益の「その他」に含めて表示すること
に変更しました。 

 

 

（損益計算書） 

 租税公課は、販売費及び一般管理費総額の100分の５
を超えたため、区分掲記することとしました。なお、
前期は販売費及び一般管理費の「その他」に45百万円
含まれております。 

 

 

 


