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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・数値データ訂正あり）「平成22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22年３月期 第２四半期決算短信について 

決算期：平成22年３月期 第２四半期（平成21年４月１日～９月30日） 

公表日：平成21年11月６日 

 

以 上 
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平成22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22年３月期第２四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21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 ％

22年３月期第２四半期 6,937 △4.2 △118 － △129 － △284 －
21年３月期第２四半期 7,238 － 17 － 43 － △3,746 －

 

 
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 △304 69 －
21年３月期第２四半期 △4,006 56 －

 

【訂正後】 
（百万円未満切捨て） 

１．平成22年３月期第２四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21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 ％

22年３月期第２四半期 6,937 △4.2 △118 － △129 － △284 －
21年３月期第２四半期 7,238 － 107 － 133 － △3,690 －

 

 
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 △304 69 －
21年３月期第２四半期 △3,946 16 －

 

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

22年３月期第２四半期 15,495 3,212 20.3 3,362 03
21年３月期 16,459 3,451 20.6 3,632 85

（参考） 自己資本  22年３月期第２四半期 3,143百万円 21年３月期 3,397百万円 

 

【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

22年３月期第２四半期 15,489 2,917 18.3 3,033 77
21年３月期 16,452 3,156 18.8 3,304 58

（参考） 自己資本  22年３月期第２四半期 2,849百万円 21年３月期 3,090百万円 
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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6,937百万円（前年同期比4.2％減）、利益面

につきましては、のれんの償却額145百万円の影響により、営業損失は118百万円（前年同期は営

業利益17百万円）、経常損失は129百万円（前年同期は経常利益43百万円）、前期に発生した特別

損失は大幅に減少したものの、四半期純損失は284百万円（前年同期は四半期純損失3,746百万

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、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、受託案件は堅調に推移しております。当第２四半期は、第Ⅰ相試験が主要施設の変更によ

り受託活動を一時的に休止せざるを得なかったこと、第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験については大型試

験の延期等の影響が生じました。一方、業務生産性向上および原価および販売費及び一般管理

費の低減を強力に進めました。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1,131（前連結会計年度末比53施設増）となりました。これにより、売上高は1,547百万

円（前年同期比6.0％減）、営業利益は370百万円（前年同期比4.9％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6,937百万円（前年同期比4.2％減）、利益面

につきましては、のれんの償却額145百万円の影響により、営業損失は118百万円（前年同期は営

業利益107百万円）、経常損失は129百万円（前年同期は経常利益133百万円）、前期に発生した特

別損失は大幅に減少したものの、四半期純損失は284百万円（前年同期は四半期純損失3,690百万

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、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、受託案件は堅調に推移しております。当第２四半期は、第Ⅰ相試験が主要施設の変更によ

り受託活動を一時的に休止せざるを得なかったこと、第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験については大型試

験の延期等の影響が生じました。一方、業務生産性向上および原価および販売費及び一般管理
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費の低減を強力に進めました。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1,131（前連結会計年度末比53施設増）となりました。これにより、売上高は1,547百万

円（前年同期比6.0％減）、営業利益は370百万円（前年同期比16.4％減）となりました。 

中略 

 

４～５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15,495百万円（前連結会計年度末比5.9％減）とな

りました。これは、借入金の返済等により現金及び預金が349百万円減少したこと等によるものです。 

負債は12,283百万円（前連結会計年度末比5.6％減）となりました。これは、借入金が418百万円

減少したこと等によるものです。 

純資産は3,212百万円（前連結会計年度末比6.9％減）となりました。これは、利益剰余金が284百

万円減少したこと等によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

中略 

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、418百万円となりました。主な要因は借入金の返済483百万

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 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は15,489百万円（前連結会計年度末比5.9％減）とな

りました。これは、借入金の返済等により現金及び預金が349百万円減少したこと等によるものです。 

負債は12,283百万円（前連結会計年度末比5.4％減）となりました。これは、借入金が418百万円

減少したこと等によるものです。 

純資産は2,917百万円（前連結会計年度末比7.6％減）となりました。これは、利益剰余金が284百

万円減少したこと等によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

中略 

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、418百万円となりました。主な要因は借入金の純増減額327

百万円等によるものです。 
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６～７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21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21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,170  1,519

  受取手形及び売掛金 2,670  2,900

  商品及び製品 1,242  1,308

  仕掛品 481  475

  原材料及び貯蔵品 166  208

  短期貸付金 2,633  1,398

  一年内回収予定長期貸付金 2,501  13

  営業貸付金 －  2,344

  その他 753  677

  貸倒引当金 △4,333  △3,137

  流動資産合計 7,287  7,709

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 2,921  3,013

   土地 2,360  2,360

   その他 629  637

   有形固定資産合計 5,911  6,011

  無形固定資産  

   のれん 267  413

   その他 124  157

   無形固定資産合計 392  571

  投資その他の資産  

   長期営業貸付金 －  3,835

   長期貸付金 1,985  27

   破産更生債権等 1,470  835

   その他 1,657  1,729
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

   貸倒引当金 △3,210  △4,261

   投資その他の資産合計 1,903  2,167

  固定資産合計 8,208  8,749

 資産合計 15,495  16,459

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,527  1,514

  賞与引当金 37  34

  未払法人税等 62  65

  短期借入金 6,555  6,883

  その他 2,057  2,310

  流動負債合計 10,239  10,808

 固定負債  

  長期借入金 113  154

  退職給付引当金 417  409

  債務保証損失引当金 1,014  1,101

  その他 497  531

  固定負債合計 2,043  2,198

 負債合計 12,283  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 △10,714  △10,429

  株主資本合計 3,149  3,434

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △5  △37

  評価・換算差額等合計 △5  △37

 新株予約権 16  －

 少数株主持分 51  54

 純資産合計 3,212  3,451

負債純資産合計 15,495  16,459
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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21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21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,170  1,519

  受取手形及び売掛金 2,670  2,900

  商品及び製品 1,242  1,308

  仕掛品 481  475

  原材料及び貯蔵品 166  208

  短期貸付金 2,633  1,398

  一年内回収予定長期貸付金 2,501  13

  営業貸付金 －  2,344

  その他 770  696

  貸倒引当金 △4,333  △3,137

  流動資産合計 7,304  7,728

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 2,921  3,013

   土地 2,360  2,360

   その他 629  637

   有形固定資産合計 5,911  6,011

  無形固定資産  

   のれん 267  413

   その他 124  157

   無形固定資産合計 392  571

  投資その他の資産  

   長期営業貸付金 －  3,835

   長期貸付金 1,985  27

   破産更生債権等 1,470  835

   その他 1,644  1,713
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

   貸倒引当金 △3,220  △4,271

   投資その他の資産合計 1,880  2,141

  固定資産合計 8,185  8,723

 資産合計 15,489  16,452

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,527  1,514

  賞与引当金 37  34

  未払法人税等 338  341

  短期借入金 6,555  6,883

  その他 2,070  2,323

  流動負債合計 10,529  11,097

 固定負債  

  長期借入金 113  154

  退職給付引当金 417  409

  債務保証損失引当金 1,014  1,101

  その他 497  531

  固定負債合計 2,043  2,198

 負債合計 12,572  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 △11,021  △10,736

  株主資本合計 2,842  3,127

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △5  △37

  評価・換算差額等合計 △5  △37

 新株予約権 16  －

 少数株主持分 63  66

 純資産合計 2,917  3,156

負債純資産合計 15,489  16,452
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８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)

 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,238  6,937

売上原価 5,029  4,940

売上総利益 2,209  1,997

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び賞与 562  578

 貸倒引当金繰入額 －  43

 その他 1,629  1,495

 販売費及び一般管理費合計 2,191  2,116

営業利益又は営業損失（△） 17  △118

営業外収益  

 受取利息 24  20

 受取配当金 1  0

 受取補償金 43  27

 その他 22  27

 営業外収益合計 91  76

営業外費用  

 支払利息 62  71

 その他 2  14

 営業外費用合計 65  86

経常利益又は経常損失（△） 43  △129

特別利益  

 債務保証損失引当金戻入額 －  87

 会員権売却益 5  －

 前期損益修正益 －  26

雑収入 －  －

 その他 0  3

 特別利益合計 6  116

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  102

 訴訟関連費用 －  48

 その他 29  57

 特別損失合計 3,624  207

税金等調整前四半期純損失（△） △3,574  △219

法人税、住民税及び事業税 29  38

法人税等調整額 136  29

法人税等合計 165  68

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6  △3

四半期純損失（△） △3,746  △284
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【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)

 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,238  6,937

売上原価 5,029  4,940

売上総利益 2,209  1,997

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び賞与 562  578

 貸倒引当金繰入額 －  43

 その他 1,539  1,495

 販売費及び一般管理費合計 2,101  2,116

営業利益又は営業損失（△） 107  △118

営業外収益  

 受取利息 24  20

 受取配当金 1  0

 受取補償金 43  27

 その他 22  27

 営業外収益合計 91  76

営業外費用  

 支払利息 62  71

 その他 2  14

 営業外費用合計 65  86

経常利益又は経常損失（△） 133  △129

特別利益  

 債務保証損失引当金戻入額 －  87

 会員権売却益 5  －

 前期損益修正益 －  26

 雑収入 4  －

 その他 0  3

 特別利益合計 10  116

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  102

 訴訟関連費用 －  48

 その他 29  57

 特別損失合計 3,624  207

税金等調整前四半期純損失（△） △3,480  △219

法人税、住民税及び事業税 81  39

法人税等調整額 122  29

法人税等合計 203  68

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6  △3

四半期純損失（△） △3,690  △284
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９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)

 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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  △219

 減価償却費 275  252

 のれん償却額 145  145

 貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,724  145

 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) 543  △87

 賞与引当金の増減額(△は減少) 2  －

 受取利息及び受取配当金 △26  △21

 支払利息 62  71

 投資有価証券評価損益(△は益) 1,331  －

 売上債権の増減額(△は増加) △133  229

 たな卸資産の増減額(△は増加) △158  102

 営業貸付金の増減額(△は増加) △506  －

 仕入債務の増減額(△は減少) 200  △37

 会員権評価損 1  －

 その他 △356  △281

 小計 △466  299

 利息及び配当金の受取額 30  20

 利息の支払額 △61  △73

 法人税等の支払額 △60  △42

 営業活動によるキャッシュ・フロー △559  205

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 担保預金の差入による支出 －  △300

 有形固定資産の取得による支出 △44  △38

 無形固定資産の取得による支出 △25  △23

 投資有価証券の売却による収入 －  46

 貸付けによる支出 △16  △130

 貸付金の回収による収入 306  45

 その他 7  △35

 投資活動によるキャッシュ・フロー 227  △435

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  △327

 長期借入金の借入による収入 －  35

 長期借入金の返済による支出 △91  △125

 配当金の支払額 △91  △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △589  △418

現金及び現金同等物に係る換算差額 0  △0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △921  △649

現金及び現金同等物の期首残高 2,254  1,519

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,333  870
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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)

 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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  △219

 減価償却費 275  252

 のれん償却額 145  145

 貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,724  145

 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) 543  △87

 賞与引当金の増減額(△は減少) 2  －

 受取利息及び受取配当金 △26  △21

 支払利息 62  71

 投資有価証券評価損益(△は益) 1,331  －

 売上債権の増減額(△は増加) △131  229

 たな卸資産の増減額(△は増加) △158  102

 営業貸付金の増減額(△は増加) △506  －

 仕入債務の増減額(△は減少) 200  △37

 会員権評価損 1  －

 その他 △452  △281

 小計 △466  299

 利息及び配当金の受取額 30  20

 利息の支払額 △61  △73

 法人税等の支払額 △60  △42

 営業活動によるキャッシュ・フロー △559  205

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 担保預金の差入による支出 －  △300

 有形固定資産の取得による支出 △44  △38

 無形固定資産の取得による支出 △25  △23

 投資有価証券の売却による収入 －  46

 貸付けによる支出 △16  △130

 貸付金の回収による収入 306  45

 その他 7  △35

 投資活動によるキャッシュ・フロー 227  △435

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  △327

 長期借入金の借入による収入 －  35

 長期借入金の返済による支出 △91  △125

 配当金の支払額 △91  △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △589  △418

現金及び現金同等物に係る換算差額 0  △0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △921  △649

現金及び現金同等物の期首残高 2,254  1,519

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,333  870
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10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】 

前第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

 (注) 当第１四半期連結累計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、医薬品等の販売事業における営業

利益が22百万円減少しております。 

 

 

【訂正後】 

 (5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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

 (注) 当第１四半期連結累計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、医薬品等の販売事業における営業

利益が22百万円減少しております。 

 


