
 
 

平成22年４月19日 

各   位 

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 

代表取締役社長 青木毅 

（コード番号：3390） 

問合せ先 取締役管理本部長 村上孝徳 

電話番号 03－6858－0411 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 2２年３月期 第３四半期決算短信」 

の一部訂正に関するお知らせ 

  

  当社は、平成22年３月26日付「過去の業績に影響を与える事象の発生及び社内調査委員会

の設置に関するお知らせ」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、訂正個所につきましては、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３四半期決算短信について 

    決算期：平成 22 年３月期 第３四半期（平成 21 年４月１日～平成 21 年 12 月 31 日） 

    公表日：平成 22 年２月 11 日 

以上 

 



(訂正前) １ページ 
平成 22 年 3 月期  第 3 四半期決算短信 

 
                                （百万円未満切捨て） 

1. 平成 22 年 3月期第 3四半期の連結業績（平成 21 年 4月 1日～平成 21 年 12 月 31 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3四半期 1,318 △20.5 △35 ― △174 ― △612 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

 

  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3四半期 △3,477.28 ― 

21年3月期第3四半期 △7,321.08 ― 

 
(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3四半期 937 195 16.9 673.16 

21 年 3 月期 709 278 27.9 3,989.15 

（参考） 自己資本 22 年 3 月期第 3四半期 158 百万円  21 年 3 月期 278 百万円 

 
 
（略） 
 
 
 



(訂正後) 
平成 22 年 3 月期  第 3 四半期決算短信 

 
                                （百万円未満切捨て） 

１．平成 22 年 3月期第 3四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1日～平成 21 年 12 月 31 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3四半期 1,318 △20.5 △35 ― △174 ― △612 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

 

  
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3四半期 △3,477.28 ― 

21年3月期第3四半期 △5,287.15 ― 

 
(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3四半期 937 195 16.9 673.16 

21 年 3 月期 709 53 7.5 762.64 

（参考） 自己資本 22 年 3 月期第 3四半期 158 百万円   21 年 3 月期 53 百万円 

 
 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 



 (訂正前) 14 ページ 

（参考）四半期財務諸表 

（１）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

  （単位:千円）

 前第３四半期累計期間 

 (自 平成 20 年４月１日

 至 平成 20 年 12 月 31 日)

売上高 1,659,464

売上原価 1,413,332

売上総利益 246,132

販売費及び一般管理費 604,846

営業損失（△） △358,714

営業外収益 

 受取利息 478

 受取手数料 19,047

 その他 76

 営業外収益合計 19,602

営業外費用 

 支払利息 5,760

 資本業務提携関連費用 6,000

 その他 1,538

 営業外費用合計 13,299

経常損失（△） △352,410

特別利益 

 投資有価証券売却益 9,154

 特別利益合計 9,154

特別損失 

 減損損失 26,619

 投資有価証券評価損 117,498

 リース解約損 263

 特別損失合計 144,381

税引前四半期純損失（△） △487,638

法人税、住民税及び事業税 2,391

四半期純損失（△） △490,029

 



（第３四半期会計期間） 

 （単位：千円）

  前第３四半期会計期間 

 (自 平成 20 年 10 月１日 

  至 平成 20 年 12 月 31 日) 

売上高 522,397

売上原価 502,038

売上総利益 20,359

販売費及び一般管理費 228,296

営業損失（△） △207,937

営業外収益 

受取利息 124

その他 74

営業外収益合計 199

営業外費用 

支払利息 1,963

その他 489

営業外費用合計 2,453

経常損失（△） △210,191

特別利益 

新株予約権戻入益 5,174

特別損失 

減損損失 26,619

投資有価証券評価損 117,498

特別損失合計 144,118

税引前四半期純損失（△） △349,135

法人税、住民税及び事業税 823

四半期純損失（△） △349,959

 
 
 
 
 
 
 
 



(訂正後) 

（参考）四半期財務諸表 

（１）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

  （単位:千円）

 前第３四半期累計期間 

 (自 平成 20 年４月１日

 至 平成 20 年 12 月 31 日)

売上高 1,659,464

売上原価 1,413,332

売上総利益 246,132

販売費及び一般管理費 582,346

営業損失（△） △336,214

営業外収益 

 受取利息 478

 受取手数料 19,047

 その他 76

 営業外収益合計 19,602

営業外費用 

 支払利息 5,760

 資本業務提携関連費用 6,000

 その他 1,538

 営業外費用合計 13,299

経常損失（△） △329,910

特別利益 

 投資有価証券売却益 9,154

 特別利益合計 9,154

特別損失 

 減損損失 26,619

 投資有価証券評価損 3,859

 リース解約損 263

 特別損失合計 30,742

税引前四半期純損失（△） △351,499

法人税、住民税及び事業税 2,391

四半期純損失（△） △353,890

 



（第３四半期会計期間） 

 （単位：千円）

  前第３四半期会計期間 

 (自 平成 20 年 10 月１日 

  至 平成 20 年 12 月 31 日) 

売上高 522,397

売上原価 502,038

売上総利益 20,359

販売費及び一般管理費 205,796

営業損失（△） △185,437

営業外収益 

受取利息 124

その他 74

営業外収益合計 199

営業外費用 

支払利息 1,963

その他 489

営業外費用合計 2,453

経常損失（△） △187,691

特別利益 

新株予約権戻入益 5,174

特別損失 

減損損失 26,619

投資有価証券評価損 3,859

特別損失合計 30,479

税引前四半期純損失（△） △212,996

法人税、住民税及び事業税 823

四半期純損失（△） △213,820

 


