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                平成 22 年６月 24 日 

各      位 
会 社 名 株式会社ジパング・ホールディングス 
代 表 者 名  代表取締役社長   田 端  一 宏 

（ J A S D A Q ・ コ ー ド 2 6 8 4 ） 
問 合 せ先  取締役管理本部長  亀田 学 

（ T E L ： 0 3 - 5 4 6 8 - 3 6 9 1 ） 
 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年３月期決算短信（連結）」 

の一部訂正について 

 

平成 22 年５月 14 日付けで発表しました、標記開示資料について記載事項の一部に誤りがありましたので、下

記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 
Ⅰ．訂正理由 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年 10 月 31 日）及び「企業結合会計及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号最終改正 平成 19 年 11 月 15 日公表分）の内容を再度精

査いたしました結果、「連結キャッシュ・フロー計算書」において、営業活動、投資活動並びに財務活動によるキ

ャッシュ・フローの科目間において、変更すべき事項が生じたため、これらに関連する箇所を訂正するものであ

ります。 

 また、併せて決算短信の内容を再度精査いたしました結果、個別の「貸借対照表」において、科目の相違があ

りましたので、訂正するものであります。 

 

Ⅱ．訂正箇所 

 
<１ページ> 

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） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 
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 

 

22 年３月期 

21 年６月期 

百万円 

△1,085 

△1,367 

百万円 

△768 

435 

百万円 

1,879 

△34 

百万円 

721 

463 

 

【訂正後】 

 
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 

 

22 年３月期 

21 年６月期 

百万円 

△999 

△1,367 

百万円 

△936 

435 

百万円 

1,887 

△34 

百万円 

721 

463 
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<６ページ> 

１．経営成績 

（２）財政状態に関する分析 

【訂正前】 

   ②キャッシュ・フローの状況 

   Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

     営業活動の結果、支出した資金は 10 億 85 百万円となりました。 

     これは主に、税金等調整前当期純損失及び減損損失によるものであります。 

   Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

     投資活動の結果、支出した資金は７億 68 百万円となりました。 

     これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

   Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

     財務活動の結果、取得した資金は 18 億 79 百万円となりました。 

     これは主に、短期借入れによる収入及び長期借入れによる収入によるものであります。 

 

【訂正後】 

   ②キャッシュ・フローの状況 

   Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

     営業活動の結果、支出した資金は９億 99 百万円となりました。 

     これは主に、税金等調整前当期純損失及び減損損失によるものであります。 

   Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

     投資活動の結果、支出した資金は９億 36 百万円となりました。 

     これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

   Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

     財務活動の結果、取得した資金は 18 億 87 百万円となりました。 

     これは主に、短期借入れによる収入及び長期借入れによる収入によるものであります。 
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<21 ページ> 

４．【連結財務諸表】 

  （４）【連結キャッシュ・フロー計算書】 

【訂正前】 

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年７月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年７月１日 

 至 平成 22 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（△） △2,844,951  △3,682,014

 前期損益修正損益（△は益） -  △86,949

 減価償却費 32,663  246,668

 のれん償却額 -  143,670

 貸倒引当金繰入額 568,888  -

 たな卸資産評価損 36,879  141,009

 減損損失 123,168  2,389,456

 事業撤退損失 183,624  -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △628  23,270

 賞与引当金の増減額（△は減少） △2,664  1,672

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,799  1,942

 原状回復引当金の増減額（△は減少） -  118,655

 受取利息及び受取配当金 △6,593  △23,144

 デリバティブ評価損益（△は益） △4,948  -

 投資有価証券売却損益（△は益） 33,992  77,279

 投資有価証券評価損益（△は益） 111,573  -

 売上債権の増減額（△は増加） 47,290  398,293

 営業貸付金の増減額（△は増加） 69,019  -

 たな卸資産の増減額（△は増加） 133,638  △276,854

 仕入債務の増減額（△は減少） 173,814  △313,412

 原状回復積立金の増減額（△は増加） -  △117,369

 未払金の増減額（△は減少） △69,058  7,542

 未収消費税等の増減額（△は増加） 3,248  8,453

 その他 36,598  △28,486

 小計 △1,369,642  △970,316

 利息及び配当金の受取額 6,752  23,070

 利息の支払額 △2,440  △41,520

 法人税等の支払額 △2,000  △97,215

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,367,332  △1,085,982
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<22 ページ> 

【訂正前】 

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年７月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年７月１日 

 至 平成 22 年３月 31 日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 投資有価証券の売却による収入 307,020  172,850

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出 
△4,362  2,916

 有形固定資産の取得による支出 △3,280  △555,337

 無形固定資産の取得による支出 △24,320  △3,360

 差入保証金の差入による支出 △1,734  △189,510

 差入保証金の回収による収入 1,680  39,485

 定期預金の預入による支出 -  △150,000

 定期預金の払戻による収入 160,000  -

 その他 29  △85,118

 投資活動によるキャッシュ・フロー 435,032  △768,074

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 -  953,504

 短期借入金の返済による支出 △574,940  △721,205

 長期借入れによる収入 580,000  1,339,041

 長期借入金の返済による支出 △38,999  △248,576

 株式の発行による収入 -  595,619

 配当金の支払額 △879  -

 その他 -  △38,468

 財務活動によるキャッシュ・フロー △34,818  1,879,914

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,162  △6,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △968,281  19,297

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 -  224,531

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,281  463,999

被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 -  △463,999

取得企業の現金同等物の期首残高 -  477,514

現金及び現金同等物の期末残高 463,999  721,343
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【訂正後】 

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年７月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日) 

 

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) 

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(△) △2,844,951  △3,682,014

 減価償却費 32,663  251,401

 のれん償却額 -  143,670

 負ののれん償却額 -  △25,013

 貸倒引当金繰入額 568,888  -

 たな卸資産評価損 36,879  141,009

 減損損失 123,168  2,389,456

 事業撤退損 183,624  -

 関係会社株式売却損益（△は益） -  172,691

 前期損益修正益 -  △161,875

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △628  24,824

 賞与引当金の増減額（△は減少） △2,664  1,672

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,799  1,942

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） -  1,164

 原状回復引当金の増減額（△は減少） -  118,655

 受取利息及び受取配当金 △6,593  △23,144

 デリバティブ評価損益（△は益） △4,948  41

 投資有価証券売却損益（△は益） 33,992  △95,403

 投資有価証券評価損益（△は益） 111,573  -

 株式交付費 -  24,574

 売上債権の増減額（△は増加） 47,290  398,293

 営業貸付金の増減額（△は増加） 69,019  -

 たな卸資産の増減額（△は増加） 133,638  △276,854

 仕入債務の増減額（△は減少） 173,814  △313,412

 未払金の増減額（△は減少） △69,058  21,647

 未収消費税等の増減額（△は増加） 3,248  10,203

 未払消費税等の増減額（△は減少） -  △1,750

 その他 36,598  △31,153

 小計 △1,369,642  △909,372

 利息及び配当金の受取額 6,752  23,070

 利息の支払額 △2,440  △41,027

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,000  △72,502

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,367,332  △999,831
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【訂正後】 

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年７月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日) 

 

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 投資有価証券の売却による収入 307,020  172,753

 投資有価証券の取得による支出 -  △35,292

 有形固定資産の取得による支出 △3,280  △574,603

 無形固定資産の取得による支出 △24,320  △4,195

 差入保証金の回収による収入 1,680  38,733

 差入保証金の差入による支出 △1,734  △225,640

 定期預金の払戻による収入 160,000  -

 長期貸付金の回収による収入 -  109,740

 長期貸付けによる支出 -  △217,500

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による収入 
-  2,916

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出 
 △4,362  -

 事業譲渡に伴う支出 -  △58,592

 その他 29  △144,910

 投資活動によるキャッシュ・フロー 435,032  △936,590

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 -  1,145,564

 短期借入金の返済による支出 △574,940  △912,285

 長期借入れによる収入 580,000  1,263,380

 長期借入金の返済による支出 △38,999  △171,952

 株式の発行による収入 -  595,619

 自己株式の取得による支出 -  △20,000

 配当金の支払額 △879  -

 リース債務の返済による支出 -  △13,065

 財務活動によるキャッシュ・フロー △34,818  1,887,260

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,162  △148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △968,281  △49,310

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,281  463,999

被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 -  △463,999

取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 -  477,514

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 -  293,139

現金及び現金同等物の期末残高  463,999  721,343
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<39、40 ページ> 

５．【個別財務諸表】 

  （１）【貸借対照表】 

（単位：千円） 

【訂正前】 【訂正後】 
 

当事業年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

<39 ページ> 

（省略） 

資産の部 

（省略） 

 固定資産 

（省略） 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 

   関係会社株式 

（省略） 

<40 ページ> 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 

  買掛金 

（省略） 

211,707

791,778

191,598

553,268

193,707

809,778

553,268

191,598

 

以 上 


