
 

 

 
平成 22 年 5 月 13 日 

各      位 
会 社 名  株式会社 ジャムコ 
代表者名  代表取締役社長 寺田 修 
 （コード番号 7408 東証第 2 部） 
問合せ先  常務取締役 大倉 敏治  
 （TEL．0422－31－6114） 

 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について 
  

平成22年5月11日に公表いたしました、「平成22年3月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがあり

ましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 
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【訂正前】 

 配当支払開始予定日  平成22年6月26日  

【訂正誤】 

 配当支払開始予定日  平成22年6月28日  
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 (連結株主資本等変動計算書関係) 

 当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 ４ 配当に関する事項 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 

【訂正前】 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 134,164 5 平成22年３月31日 平成22年６月26日

 

【訂正後】 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 134,164 5 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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 (税効果会計関係) 

【訂正前】 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

(繰延税金資産) 

① 流動資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 423,678千円

連結上の未実現利益調整 28,036 

未払事業税否認 8,810 

棚卸資産評価損否認 338,666 

開発費否認 378,485 

工事損失引当金繰入額否認 134,678 

繰越欠損金 175,144 

その他 154,058 

計 1,641,557 

② 固定資産  

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

2,071,947 

役員退職慰労引当金 
損金算入限度超過額 

141,232 

開発費否認 96,781 

土地の減損損失 101,565 

繰越欠損金 335,806 

その他 324,208 

計 3,071,541 

繰延税金資産小計 4,713,098 

評価性引当金 △115,136 

繰延税金資産合計 4,597,965 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

(繰延税金資産) 

① 流動資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 460,327千円

連結上の未実現利益調整 28,045 

未払事業税否認 33,780 

棚卸資産評価損否認 389,322 

開発費否認 480,473 

工事損失引当金繰入額否認 300,487 

繰越欠損金 40,782 

その他 77,356 

計 1,810,575 

② 固定資産  

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

2,119,425 

役員退職慰労引当金 
損金算入限度超過額 

130,522 

開発費否認 99,921 

土地の減損損失 101,565 

その他 419,468 

計 2,870,903 

繰延税金資産小計 4,681,479 

評価性引当金 △257,808 

繰延税金資産合計 4,423,670 
 

 (繰延税金負債) 
① 流動負債 
   その他              11,801 
② 固定負債 

子会社の留保利益に対する 
追加税金見込額 

45,763 

その他有価証券評価差額金 56,027 

その他 40,587 

計 142,378 

繰延税金負債合計 154,179 

繰延税金資産の純額 4,443,785 
  

 (繰延税金負債) 
① 記載無し 
 
② 固定負債 

子会社の留保利益に対する 
追加税金見込額 

61,949 

その他有価証券評価差額金 73,977 

その他 1,138 

計 137,065 

繰延税金負債合計 137,065 

繰延税金資産の純額 4,286,604 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率の差異の内訳 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 2.9％

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

3.0％

試験研究費等税額控除 △4.5％

子会社の留保利益等 △1.1％

親会社との税率差 △5.0％

受取配当等の益金不算入額 △0.2％

繰延税金負債取崩(子会社留保金) △56.4％

その他 1.1％

 △19.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率の差異の内訳 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 4.6％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

5.7％

試験研究費等税額控除 △3.6％

子会社の留保利益等 2.3％

親会社との税率差 △10.6％

受取配当等の益金不算入額 △0.7％

評価性引当金 26.4％

その他 0.3％

 64.8％



【訂正後】 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

(繰延税金資産) 

① 流動資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 423,678千円

連結上の未実現利益調整 28,036 

未払事業税否認 8,810 

棚卸資産評価損否認 338,666 

開発費否認 378,485 

工事損失引当金繰入額否認 134,678 

繰越欠損金 175,144 

その他 154,058 

計 1,641,557 

② 固定資産  

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

2,071,947 

役員退職慰労引当金 
損金算入限度超過額 

141,232 

開発費否認 96,781 

土地の減損損失 101,565 

繰越欠損金 335,806 

その他 324,208 

計 3,071,541 

繰延税金資産小計 4,713,098 

評価性引当金 △115,136 

繰延税金資産合計 4,597,965 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

(繰延税金資産) 

① 流動資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 456,110千円

連結上の未実現利益調整 28,263 

未払事業税否認 33,780 

棚卸資産評価損否認 331,361 

開発費否認 480,473 

工事損失引当金繰入額否認 298,368 

繰越欠損金 40,782 

その他 186,363 

計 1,855,504 

② 固定資産  

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

2,119,425 

役員退職慰労引当金 
損金算入限度超過額 

130,522 

開発費否認 99,921 

土地の減損損失 101,565 

その他 410,920 

計 2,862,356 

繰延税金資産小計 4,717,860 

評価性引当金 △257,808 

繰延税金資産合計 4,460,051 
 

 (繰延税金負債) 
① 流動負債 
   その他              11,801 
② 固定負債 

子会社の留保利益に対する 
追加税金見込額 

45,763 

その他有価証券評価差額金 56,027 

その他 40,587 

計 142,378 

繰延税金負債合計 154,179 

繰延税金資産の純額 4,443,785 
  

 (繰延税金負債) 
① 流動負債 
   その他               8,914 
② 固定負債 

子会社の留保利益に対する 
追加税金見込額 

61,950 

その他有価証券評価差額金 73,977 

その他 28,603 

計 164,532 

繰延税金負債合計 173,446 

繰延税金資産の純額 4,286,604 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率の差異の内訳 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 2.9％

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

3.0％

試験研究費等税額控除 △4.5％

子会社の留保利益等 △1.1％

親会社との税率差 △5.0％

受取配当等の益金不算入額 △0.2％

繰延税金負債取崩(子会社留保金) △56.4％

その他 1.1％

 △19.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率の差異の内訳 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 4.6％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

3.9％

試験研究費等税額控除 △2.7％

子会社の留保利益等 2.2％

親会社との税率差 △9.6％

受取配当等の益金不算入額 △0.7％

評価性引当金 26.3％

その他 0.3％

 64.8％

 

以上 



平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ジャムコ 上場取引所 東 
コード番号 7408 URL http://www.jamco.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 寺田 修
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 大倉 敏治 TEL 0422-31-6114
定時株主総会開催予定日 平成22年6月25日 配当支払開始予定日 平成22年6月28日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月25日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 40,221 △3.7 946 24.1 519 △21.7 127 △86.5
21年3月期 41,749 △6.5 762 △66.6 663 △51.9 941 13.9

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 ％ ％ ％

22年3月期 4.75 ― 0.8 0.9 2.4
21年3月期 35.10 ― 6.3 1.2 1.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  11百万円 21年3月期  75百万円

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 57,151 15,943 26.7 569.50
21年3月期 59,077 15,827 25.9 570.64

（参考） 自己資本   22年3月期  15,281百万円 21年3月期  15,312百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 1,602 △751 △2,251 4,808
21年3月期 1,006 △2,716 6,042 6,230

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 ― 134 14.2 0.9
22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 ― 134 105.3 0.9
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 5.00 ― 37.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

18,630 12.8 △544 ― △753 ― △479 ― △17.85

通期 46,751 16.2 1,104 16.7 696 34.1 360 183.5 13.41

－　1　－



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定基礎となる株式数については、40ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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 26,863,974株 21年3月期 26,863,974株
② 期末自己株式数 22年3月期  31,129株 21年3月期  29,889株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

22年3月期 35,754 △5.6 711 60.1 394 4.1 36 △87.5
21年3月期 37,877 △6.0 444 △76.0 378 △62.1 291 △48.8

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

円 銭 円 銭

22年3月期 1.35 ―
21年3月期 10.85 ―

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 49,410 13,092 26.5 487.92
21年3月期 50,290 13,164 26.2 490.59

（参考） 自己資本 22年3月期  13,092百万円 21年3月期  13,164百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想値と異なる可能性があります。なお、業績予想
の前提条件その他関連する事項については、5ページ記載の「次期の見通し」をご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間 16,353 9.5 △603 ― △756 ― △463 ― △17.25

通期 41,106 15.0 903 26.9 582 47.7 312 759.3 11.63

㈱ジャムコ　（7408）　平成22年3月期　決算短信

－　2　－




