
 

平成24年５月16日 

各      位 

会 社 名 株式会社 アイ・テック 

代 表 者 名 代表取締役社長 大 畑 榮 一 

（JASDAQ・ｺｰﾄﾞ9964） 

問 合 せ 先 取締役経理部長 伏 見 好 史 

（TEL 054-337-2001） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成24年３月期 決算短信［日本基準］(連結）」の 

一部訂正について 

 

 

平成24年５月10日に公表いたしました「平成24年３月期 決算短信［日本基準] (連結）」の記載内容に

訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

 

記 

 

 

【訂正箇所一覧】 

① サマリー情報 １．平成24年３月期の連結業績 （1）連結経営成績 

②        １．平成24年３月期の連結業績 （2）連結財政状態 

③ 添付資料    １．経営成績 （1）経営成績に関する分析 １．当連結会計年度の概況 

④        １．経営成績 （2）財政状態に関する分析 １．資産、負債及び純資産の状況 

⑤                            ２．キャッシュ・フローの状況 

⑥        ３．連結財務諸表 （1）連結貸借対照表 

⑦        ３．連結財務諸表 （2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

⑧        ３．連結財務諸表 （3）連結株主資本等変動計算書 

⑨        ３．連結財務諸表 （8）連結財務諸表に関する注記事項 （セグメント情報等） 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他

の項目の金額に関する情報 

⑩        ３．連結財務諸表 （8）連結財務諸表に関する注記事項 （１株当たり情報） 
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【訂正箇所】 

［サマリー情報 １ページ］ 

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（1）連結経営成績 

（訂正前） 

 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 ％

24年３月期 54,184 6.8 △948 － △496 － △711 － 

23年３月期 50,744 △7.0 662 － △256 － △391 － 

 （注）包括利益  24年3月期 △664百万円（－％）  23年3月期 △436百万円（－％） 

 
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 ％ ％ ％

24年３月期 △59.46 － △3.5 △0.9 △1.8

23年３月期 △32.72 － △1.8 △0.5 1.3

 （参考）持分法投資損益  24年3月期 －百万円  23年3月期 －百万円 
 

（1）連結経営成績 

（訂正後） 

 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 ％

24年３月期 54,184 6.8 △948 － △496 － △640 － 

23年３月期 50,744 △7.0 662 － △256 － △391 － 

 （注）包括利益  24年3月期 △664百万円（－％）  23年3月期 △436百万円（－％） 

 
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 ％ ％ ％

24年３月期 △53.53 － △3.1 △0.9 △1.8

23年３月期 △32.72 － △1.8 △0.5 1.3

 （参考）持分法投資損益  24年3月期 －百万円  23年3月期 －百万円 

 

（2）連結財政状態 

（訂正前） 

 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

24年３月期 53,566 20,083 37.3 1,670.80 

23年３月期 52,031 21,047 40.3 1,750.87 

（参考）自己資本  24年３月期 20,004百万円   23年３月期 20,963百万円 
 
（訂正後） 

 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

24年３月期 53,637 20,154 37.4 1,676.73 

23年３月期 52,031 21,047 40.3 1,750.87 

（参考）自己資本  24年３月期 20,075百万円   23年３月期 20,963百万円 
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［２ページ］ 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（訂正前） 

＜省略＞ 

収益面におきましては、鋼材市況は昨年の年初より上昇に転じ、一時的に収益率は改善されたものの、５月には

再び下落傾向となり、その後も品種によっては価格が跛行し、さらに11月には一段の下落となり、非常に厳しい状

況となりました。また、鉄骨工事請負事業におきましても、受注競争の激化から鉄骨加工単価は全国的に大幅な下

落となっており、グループ各社においてコスト削減の努力はしているものの、加工単価の下落に追いつかず、大変

厳しいものとなっております。これらの結果から当連結会計年度の営業損失は948百万円（前年同期は営業利益662

百万円）となりました。また、円高の進行から為替差損226百万円はあったものの、期末日におきましては急激な

円高傾向は終息に向かっていたことから通貨オプションに係るデリバティブ評価益631百万円の計上等により経常

損失は496百万円（前年同期は経常損失256百万円）、当期純損失は機械装置等の減損損失153百万円の発生等から

711百万円（前年同期は当期純損失391百万円）となりました。 

＜省略＞ 

 

（訂正後） 

＜省略＞ 

収益面におきましては、鋼材市況は昨年の年初より上昇に転じ、一時的に収益率は改善されたものの、５月には

再び下落傾向となり、その後も品種によっては価格が跛行し、さらに11月には一段の下落となり、非常に厳しい状

況となりました。また、鉄骨工事請負事業におきましても、受注競争の激化から鉄骨加工単価は全国的に大幅な下

落となっており、グループ各社においてコスト削減の努力はしているものの、加工単価の下落に追いつかず、大変

厳しいものとなっております。これらの結果から当連結会計年度の営業損失は948百万円（前年同期は営業利益662

百万円）となりました。また、円高の進行から為替差損226百万円はあったものの、期末日におきましては急激な

円高傾向は終息に向かっていたことから通貨オプションに係るデリバティブ評価益631百万円の計上等により経常

損失は496百万円（前年同期は経常損失256百万円）、当期純損失は機械装置等の減損損失153百万円の発生等から

640百万円（前年同期は当期純損失391百万円）となりました。 

＜省略＞ 
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［３ページ］ 

(2) 財政状態に関する分析 

１．資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

（資産の部） 

当連結会計年度末における資産につきましては、流動資産は鋼材の在庫量の増加から商品及び製品の増加（907

百万円）及び工事進捗に伴う未成工事支出金の増加（1,740百万円）等により1,716百万円増加し34,364百万円と

なりました。また、固定資産はリース資産の増加（101百万円）、関係会社貸付金等によるその他の増加（265百

万円）及び減価償却等により181百万円減少し19,202百万円となりました。 

＜省略＞ 

（純資産の部）     

当連結会計年度末における純資産につきましては、配当金（299百万円）に加え、当期純損失が711百万円とな

り963百万円減少し20,083百万円となりました。   

（訂正後） 

（資産の部） 

当連結会計年度末における資産につきましては、流動資産は鋼材の在庫量の増加から商品及び製品の増加（907

百万円）及び工事進捗に伴う未成工事支出金の増加（1,740百万円）等により1,716百万円増加し34,364百万円と

なりました。また、固定資産はリース資産の増加（101百万円）、関係会社貸付金等によるその他の増加（265百

万円）及び減価償却等により110百万円減少し19,273百万円となりました。 

＜省略＞ 

（純資産の部）     

当連結会計年度末における純資産につきましては、配当金（299百万円）に加え、当期純損失が640百万円とな

り893百万円減少し20,154百万円となりました。  

［４ページ］ 

２．キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

＜省略＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成20年 
３月期 

平成21年 
３月期 

平成22年 
３月期 

平成23年 
３月期 

平成24年 
３月期 

自己資本比率（％） 36.2 41.0 47.0 40.3 37.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 19.9 16.1 18.6 14.5 12.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 9.0 2.4 － － 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） － 10.6 41.7 － － 

＜省略＞ 

 

（訂正後） 

＜省略＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成20年 
３月期 

平成21年 
３月期 

平成22年 
３月期 

平成23年 
３月期 

平成24年 
３月期 

自己資本比率（％） 36.2 41.0 47.0 40.3 37.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 19.9 16.1 18.6 14.5 12.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 9.0 2.4 － － 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） － 10.6 41.7 － － 

＜省略＞ 
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［６ページ］ 

３． 連結財務諸表 

 （１）連結貸借対照表 

（訂正前）                                     （単位：千円） 

         前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

＜省略＞     

    投資その他の資産     

      投資有価証券 503,633 591,029
      関係会社株式  ※3  9,500 ※3  9,500
      関係会社出資金 － ※3  38,375
      保険積立金 575,296 590,580
      繰延税金資産 276,817 332,204
      その他 596,920 862,891
      貸倒引当金 △407,775 △442,583
      投資その他の資産合計 1,554,393 1,981,998
    固定資産合計 19,383,574 19,202,215
  資産合計 52,031,579 53,566,539
              

 

（訂正後）                                     （単位：千円）  

         前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

＜省略＞     

    投資その他の資産     

      投資有価証券 503,633 591,029
      関係会社株式 ※3  9,500 ※3  9,500
      関係会社出資金 － ※3  38,375
      保険積立金 575,296 590,580
      繰延税金資産 276,817 403,163
      その他 596,920 862,891
      貸倒引当金 △407,775 △442,583
      投資その他の資産合計 1,554,393 2,052,957
    固定資産合計 19,383,574 19,273,174
  資産合計 52,031,579 53,637,497
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［７ページ］ 

（訂正前）    （単位：千円）

     前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

＜省略＞     

純資産の部   

  株主資本     

    資本金 3,948,829 3,948,829
    資本剰余金 4,116,979 4,116,979
    利益剰余金 13,131,489 12,120,240
    自己株式 △204,469 △204,469
    株主資本合計 20,992,827 19,981,578
  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △29,378 23,238
    その他の包括利益累計額合計 △29,378 23,238
  少数株主持分 84,010 78,663
  純資産合計 21,047,460 20,083,480

負債純資産合計 52,031,579 53,566,539
          

 

（訂正後）    （単位：千円）

     前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

＜省略＞     

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 3,948,829 3,948,829
    資本剰余金 4,116,979 4,116,979
    利益剰余金 13,131,489 12,191,199
    自己株式 △204,469 △204,469
    株主資本合計 20,992,827 20,052,537
  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △29,378 23,238
    その他の包括利益累計額合計 △29,378 23,238
  少数株主持分 84,010 78,663
  純資産合計 21,047,460 20,154,439

負債純資産合計 52,031,579 53,637,497
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［９ページ］ 

 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  （連結損益計算書） 

（訂正前）    （単位：千円）

   
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

特別損失     

  投資有価証券評価損 － 289
  固定資産除却損 ※3  29,360 －
  減損損失 1,436 ※4  153,657
  ゴルフ会員権評価損 520 －
  特別損失合計 31,316 153,947

税金等調整前当期純損失（△） △168,899 △591,308

法人税、住民税及び事業税 136,204 60,023

法人税等調整額 87,462 65,949

法人税等合計 223,666 125,973

少数株主損益調整前当期純損失（△） △392,566 △717,282

少数株主損失（△） △831 △5,362

当期純損失（△） △391,734 △711,919
        

 

（訂正後）    （単位：千円）

   
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

特別損失     

  投資有価証券評価損 － 289
  固定資産除却損 ※3  29,360 －
  減損損失 1,436 ※4  153,657
  ゴルフ会員権評価損 520 －
  特別損失合計 31,316 153,947

税金等調整前当期純損失（△） △168,899 △591,308

法人税、住民税及び事業税 136,204 60,023

法人税等調整額 87,462 △5,009

法人税等合計 223,666 55,014

少数株主損益調整前当期純損失（△） △392,566 △646,323

少数株主損失（△） △831 △5,362

当期純損失（△） △391,734 △640,960
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［10ページ］ 

  （連結包括利益計算書） 

（訂正前）    （単位：千円）

   
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △392,566 △717,282

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △43,665 52,631
  その他の包括利益合計 △43,665 ※1  52,631

包括利益 △436,231 △664,650

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 △435,337 △659,302
  少数株主に係る包括利益 △893 △5,347
        

 

（訂正後）    （単位：千円）

   
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △392,566 △646,323

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △43,665 52,631
  その他の包括利益合計 △43,665 ※1  52,631

包括利益 △436,231 △593,691

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 △435,337 △588,343
  少数株主に係る包括利益 △893 △5,347
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［11ページ］ 

（３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前）    （単位：千円）

       
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本     

＜省略＞   

  利益剰余金     

    当期首残高 13,859,691 13,131,489
    当期変動額     

      剰余金の配当 △299,335 △299,329
      当期純損失（△） △391,734 △711,919
      連結範囲の変動 △37,132 －
      当期変動額合計 △728,202 △1,011,249
    当期末残高 13,131,489 12,120,240
  ＜省略＞     

  株主資本合計     

    当期首残高 21,721,189 20,992,827
    当期変動額     

      剰余金の配当 △299,335 △299,329
      当期純損失（△） △391,734 △711,919
      自己株式の取得 △159 －
      連結範囲の変動 △37,132 －
      当期変動額合計 △728,362 △1,011,249
    当期末残高 20,992,827 19,981,578
            

 

（訂正後）    （単位：千円）

       
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本     

 ＜省略＞   

  利益剰余金     

    当期首残高 13,859,691 13,131,489
    当期変動額     

      剰余金の配当 △299,335 △299,329
      当期純損失（△） △391,734 △640,960
      連結範囲の変動 △37,132 －
      当期変動額合計 △728,202 △940,290
    当期末残高 13,131,489 12,191,199
  ＜省略＞     

  株主資本合計     

    当期首残高 21,721,189 20,992,827
    当期変動額     

      剰余金の配当 △299,335 △299,329
      当期純損失（△） △391,734 △640,960
      自己株式の取得 △159 －
      連結範囲の変動 △37,132 －
      当期変動額合計 △728,362 △940,290
    当期末残高 20,992,827 20,052,537
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［12ページ］ 

（訂正前）    （単位：千円）

       
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

＜省略＞     

純資産合計     

  当期首残高 21,820,319 21,047,460
  当期変動額     

    剰余金の配当 △299,335 △299,329
    当期純損失（△） △391,734 △711,919
    自己株式の取得 △159 －
    連結範囲の変動 △37,132 －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,496 47,268
    当期変動額合計 △772,859 △963,980
  当期末残高 21,047,460 20,083,480
            

 

（訂正後）    （単位：千円）

       
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

 ＜省略＞     

純資産合計     

  当期首残高 21,820,319 21,047,460
  当期変動額     

    剰余金の配当 △299,335 △299,329
    当期純損失（△） △391,734 △640,960
    自己株式の取得 △159 －
    連結範囲の変動 △37,132 －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,496 47,268
    当期変動額合計 △772,859 △893,021
  当期末残高 21,047,460 20,154,439
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［23ページ］ 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

 当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（訂正前） 

 
報告セグメント 

 鋼材の販売
・加工事業

鉄骨工事 
請負事業 

計 

その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

連結財務諸

表計上額 

（注）３ 

＜省略＞        

セグメント資産 41,702,183 11,324,463 53,026,646 1,402,023 54,428,670 △862,131 53,566,539

＜省略＞        

＜省略＞ 

 

（訂正後） 

 
報告セグメント 

 鋼材の販売
・加工事業

鉄骨工事 
請負事業 

計 

その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

連結財務諸

表計上額 

（注）３ 

＜省略＞        

セグメント資産 41,773,142 11,324,463 53,097,605 1,402,023 54,499,629 △862,131 53,637,497

＜省略＞        

＜省略＞ 
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［24ページ］ 

（１株当たり情報） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額       1,750.87円

１株当たり当期純損失金額         32.72円
  

１株当たり純資産額 1,670.80円

１株当たり当期純損失金額 59.46円
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純損失（千円） 391,734 711,919 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 391,734 711,919 

期中平均株式数（株） 11,973,284 11,973,184 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額       1,750.87円

１株当たり当期純損失金額         32.72円
  

１株当たり純資産額 1,676.73円

１株当たり当期純損失金額 53.53円
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純損失（千円） 391,734 640,960 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 391,734 640,960 

期中平均株式数（株） 11,973,284 11,973,184 
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