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平成 22 年 6 月 17 日 

各      位 
   

会社名  株式会社アイビーダイワ 
代表者名 代表取締役社長 髙橋 正紀 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード ３５８７） 

問合わせ先 専務執行役員 CFO 豊島 慶子 
ＴＥＬ ０３－５３１２－６５１０（代） 

http://www.ibdaiwa.co.jp/ 
 

 

（訂正）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 14 日に発表いたしました「平成 22 年 3 月期 決算短信」に関し、一部訂正を要する箇所があ

りましたので、下記の通りお知らせいたします。 
訂正箇所に下線を付しております。 

記 

＜訂正箇所＞ 

1. p52 「4.【連結財務諸表】」「(8)【連結財務諸表に関する注記事項】」「(税効果会計関係)」 

頁 訂正前 訂正後 
52 (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   

税務上の繰越欠損金 2,244,083 千円

その他有価証券評価差額金 －  
その他 712,704  
繰延税金資産小計 2,958,787  
評価性引当額 △2,958,787  
繰延税金資産合計 －   

(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   
税務上の繰越欠損金 2,878,501 千円

その他 719,189  
繰延税金資産小計 3,597,690  
評価性引当額 △3,597,690  
繰延税金資産合計 －   

 

2. p64 「4.【連結財務諸表】」「(8)【連結財務諸表に関する注記事項】」「(重要な後発事象)」「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) 」 

頁 訂正前 訂正後 
64 (1) 新株予約権の行使 

平成 21 年 12 月 25 日に第三者割当により当社が

発行した第５回新株予約権は、当連結会計年度末

時点において、発行総数 2,676 個のうち、2,376
個が未行使でありましたが、当連結会計年度末以

降、平成 22 年５月７日までの期間において、下記

のとおり行使がなされております。なお、平成 21
年３月 16 日に第三者割当により当社が発行した

第３回新株予約権（当連結会計年度末時点におけ

る未行使個数：２個）の当該期間における行使は

ありませんでした。 
行使個数    438 個（平成 22 年５月７日

現在の未行使個数 2,238 個）

交付株式数   43,800,000 株（新株予約権１

個につき 100,000 株） 
払込総額    192 百万円 

上記の結果、平成 22 年５月７日現在の当社の発行

済株式総数および資本金の額は以下のとおりとな

っております。 
発行済株式総数 654,493,000 株 
資本金の額   615 百万円 

(1) 新株予約権の行使 
平成 21 年 12 月 25 日に第三者割当により当社が

発行した第５回新株予約権は、当連結会計年度末

時点において、発行総数 2,676 個のうち、2,348
個が未行使でありましたが、当連結会計年度末以

降、平成 22 年５月７日までの期間において、下記

のとおり行使がなされております。なお、平成 21
年３月 16 日に第三者割当により当社が発行した

第３回新株予約権（当連結会計年度末時点におけ

る未行使個数：２個）の当該期間における行使は

ありませんでした。 
行使個数    110 個（平成 22 年５月７日

現在の未行使個数 2,238 個）

交付株式数   11,000,000 株（新株予約権１

個につき 100,000 株） 
払込総額    48 百万円 

上記の結果、平成 22 年５月７日現在の当社の発行

済株式総数および資本金の額は以下のとおりとな

っております。 
発行済株式総数 654,493,000 株 
資本金の額   615 百万円 
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3. p88 「5.【個別財務諸表】」「(7)【個別財務諸表に関する注記事項】」「(税効果会計関係)」 

頁 訂正前 訂正後 
88 (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   

税務上の繰越欠損金 1,513,388 千円

子会社株式評価損 9,346,695 千円

その他有価証券評価差額金 － 千円

その他 1,405,227 千円

繰延税金資産小計 12,265,310 千円

評価性引当額 △12,265,310 千円

繰延税金資産合計 － 千円 

(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   
税務上の繰越欠損金 2,147,806 千円

子会社株式評価損 9,346,695 千円

その他 1,610,400 千円

繰延税金資産小計 13,104,901 千円

評価性引当額 △13,104,901 千円

繰延税金資産合計 － 千円 

 

4. p92 「5.【個別財務諸表】」「(7)【個別財務諸表に関する注記事項】」「(重要な後発事象)」「当事業年度(自 

平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日)」 

頁 訂正前 訂正後 
92 (1) 新株予約権の行使 

平成 21 年 12 月 25 日に第三者割当により当社が

発行した第５回新株予約権は、当事業年度末時点

において、発行総数 2,676 個のうち、2,376 個が未

行使でありましたが、当事業年度末以降、平成 22
年５月７日までの期間において、下記のとおり行

使がなされております。なお、平成 21 年３月 16
日に第三者割当により当社が発行した第３回新株

予約権（当事業年度末時点における未行使個数：

２個）の当該期間における行使はありませんでし

た。 
行使個数    438 個（平成 22 年５月７日

現在の未行使個数 2,238 個）

交付株式数   43,800,000 株（新株予約権１

個につき 100,000 株） 
払込総額    192 百万円 

上記の結果、平成 22 年５月７日現在の当社の発行

済株式総数および資本金の額は以下のとおりとな

っております。 
発行済株式総数 654,493,000 株 
資本金の額   615 百万円 

(1) 新株予約権の行使 
平成 21 年 12 月 25 日に第三者割当により当社が

発行した第５回新株予約権は、当事業年度末時点

において、発行総数 2,676 個のうち、2,348 個が未

行使でありましたが、当事業年度末以降、平成 22
年５月７日までの期間において、下記のとおり行

使がなされております。なお、平成 21 年３月 16
日に第三者割当により当社が発行した第３回新株

予約権（当事業年度末時点における未行使個数：

２個）の当該期間における行使はありませんでし

た。 
行使個数    110 個（平成 22 年５月７日

現在の未行使個数 2,238 個）

交付株式数   11,000,000 株（新株予約権１

個につき 100,000 株） 
払込総額    48 百万円 

上記の結果、平成 22 年５月７日現在の当社の発行

済株式総数および資本金の額は以下のとおりとな

っております。 
発行済株式総数 654,493,000 株 
資本金の額   615 百万円 

 
以 上 


