
 

平成 24 年９月６日 

各  位 

会 社 名      株式会社ジアース 

代 表 者 名      代表取締役社長      池添 吉則 

（コード番号：8922 東証マザーズ） 

問 合 せ 先     取締役管理本部長    奥田 広志 

電 話 番 号      06－6232－7770（代表） 

 

（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 14 日発表の「平成 24 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容につきまし

て、下記のとおり一部訂正がありましたのでお知らせいたします。 

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） 
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１．経営成績 

 （２）財政状態に関する分析 

②キャッシュ・フローの状況 

 

【訂正前】 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度に比べ 46

百万円減少し、89 百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、当連結会計年度において使用した資金は 620 百万円となりました。主な要因は、

税金等調整前当期純損失△776 百万円の計上、未払消費税等の納付による減少△160 百万円、減価償却

費の計上 127 百万円、減損損失の計上 231 百万円等によるものであります。 

（省略） 

 

【訂正後】 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度に比べ 46

百万円減少し、89 百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、当連結会計年度において使用した資金は 620 百万円となりました。主な要因は、

税金等調整前当期純損失△799 百万円の計上、未払消費税等の納付による減少△160 百万円、減価償却

費の計上 127 百万円、減損損失の計上 231 百万円等によるものであります。 

（省略） 



「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」12ページ 

４．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 

   （連結損益計算書） 

 

【訂正前】 

 （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  
（自 平成 22 年４月 １日  

  至 平成 23 年３月 31 日）

（自 平成 23 年４月 １日  

  至 平成 24 年３月 31 日）

    

  （省略） 

    

特別利益   

 固定資産売却益 ※2  1,137 －

 投資有価証券売却益 19 －

 負ののれん発生益 － 62

 その他 10 0

 特別利益合計 1,166 63

特別損失   

 固定資産除却損 ※3  2 ※3  2

 減損損失 ※4  814 ※4  231

 投資有価証券評価損 168 －

 附滞税等 － 8

 その他 ※5  153 ※5  2

 特別損失合計 1,138 244

税金等調整前当期純損失（△） △1,389 △776

法人税、住民税及び事業税 24 4

法人税等調整額 － 20

法人税等合計 24 25

少数株主損益調整前当期純損失（△） △1,413 △802

当期純損失（△） △1,413 △802

 



【訂正後】 

 （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  
（自 平成 22 年４月 １日 

 至  平成 23 年３月 31 日） 

（自 平成 23 年４月 １日 

  至  平成 24 年３月 31 日） 

    

  （省略） 

    

特別利益   

 固定資産売却益 ※2  1,137 －

 投資有価証券売却益 19 －

 負ののれん発生益 － 40

 その他 10 0

 特別利益合計 1,166 40

特別損失   

 固定資産除却損 ※3  2 ※3  2

 減損損失 ※4  814 ※4  231

 投資有価証券評価損 168 －

 附滞税等 － 8

 その他 ※5  153 ※5  2

 特別損失合計 1,138 244

税金等調整前当期純損失（△） △1,389 △799

法人税、住民税及び事業税 24 4

法人税等調整額 － △1

法人税等合計 24 2

少数株主損益調整前当期純損失（△） △1,413 △802

当期純損失（△） △1,413 △802
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４．連結財務諸表 

  （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

 （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  
（自  平成 22 年４月 １日  

 至  平成 23 年３月 31 日）

（自  平成 23 年４月 １日  

 至  平成 24 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（△） △1,389 △776

 減価償却費 432 127

 減損損失 814 231

 負ののれん発生益 － △62

  （省略） 

 

【訂正後】 

 （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  
（自  平成 22 年４月 １日 

 至  平成 23 年３月 31 日）

（自 平成 23 年４月 １日 

 至  平成 24 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（△） △1,389 △799

 減価償却費 432 127

 減損損失 814 231

 負ののれん発生益 － △40

  （省略） 
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４．連結財務諸表 

  注記事項 

  （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

【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           （省略） ※１           （省略）   

          ２           （省略）  

―――――――――― 
※３ 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受

により増加した又は減少した資産及び負債の主な内

訳 

連結子会社である㈱マーズが譲り受けた資産及び負

債と事業譲受による収入の関係は以下のとおりです。

 流動資産  57百万円

 固定資産  20  

  資産合計  77  

 流動負債  7  

 固定負債  7  

  負債合計  14  

 負ののれん 62  

 取得価額  0  

 現金及び現金同等物  50  

 事業譲受による収入  50  

  

 



【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           （省略） ※１           （省略）   

          ２           （省略）  

―――――――――― 
※３ 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受

により増加した又は減少した資産及び負債の主な内

訳 

連結子会社である㈱マーズが譲り受けた資産及び負

債と事業譲受による収入の関係は以下のとおりです。

 流動資産  57百万円

 固定資産  20  

  資産合計  77  

 流動負債  7  

 固定負債  29  

  負債合計  37  

 負ののれん 40  

 取得価額  0  

 現金及び現金同等物  50  

 事業譲受による収入  50  
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４．連結財務諸表 

  注記事項 

  （セグメント情報等） 

   e．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

 

【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） 

   該当事項はありません。 

  

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） 

   「不動産オペレーション事業」セグメントにおいて、新たに㈱マーズを設立し、オペレーション

事業を譲受けたことに伴い、負ののれん発生益を計上しております。 

    なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、62百万円であります。 

 

【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） 

   該当事項はありません。 

  

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） 

   「不動産オペレーション事業」セグメントにおいて、新たに㈱マーズを設立し、オペレーション

事業を譲受けたことに伴い、負ののれん発生益を計上しております。 

    なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、40百万円であります。 

 

以 上 


