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平成２５年６月１０日 

各      位 
会 社 名  株式会社アイレックス 
代表者名  代表取締役 西﨑 義彦 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６９４４） 
問合せ先  
役職・氏名 経理部長 石井 一夫 
電話０３－３２４５－２０１１ 

 

（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 

 

当社は、平成24年5月15日付けにて発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

 

 
記 

 

１．訂正の理由及び経緯 
  当社は、平成25年４月１日付「適切な会計処理が行われていなかった可能性についてのお知らせ」で公表し

ました通り、不適切な会計処理の調査のため、公認会計士を含む親会社調査委員会を設置し、全容解明に取り組

んでまいりました。 

また平成25年５月７日付「第三者委員会の設置に関するお知らせ」で公表しました通り、不適切な会計処理

の調査のため、公認会計士及び弁護士から構成される第三者委員会を設置し、全容解明に取り組んでまいりまし

た。 

加えて本日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、当社は調査報

告書を踏まえ、過年度に公表しました有価証券報告書等及び決算短信等の訂正を行うことといたしました。 

 
２．訂正の内容 

 
訂正箇所は  を付して表示しております。 
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【サマリー情報】 
 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

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                                                         （％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 ％

24年 3月期 3,559 △2.3 327 8.6 335 8.5 248 898.2
23年 3月期 3,644 △10.3 302 － 309 － 24 △78.1
（注） 包括利益       24年 3月期  278百万円（836.0％）  23年 3月期  29百万円（△78.7％） 

 

 
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 8 45 4 11 49.0 21.9 9.2
23年 3月期 0 85 0 41 6.7 18.7 8.3
（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 

 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 1,568 769 40.7 △32 69
23年 3月期 1,498 491 25.1 △41 61
（参考）自己資本       24年 3月期 638百万円  23年 3月期 375百万円 

 

（参考）個別業績の概要 

１．平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（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 ％

24年 3月期 2,311 △7.7 190 15.9 191 16.4 173 －
23年 3月期 2,504 △1.9 164 － 164 － △59 －
 
 

 
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

24年 3月期 5 91 2 87
23年 3月期 △2 03 － 
 
 
（２）個別財政状態 

 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 1,272 247 19.4 △46 00
23年 3月期 1,231 65 5.3 △52 18
（参考）自己資本       24年 3月期 247百万円  23年 3月期  65百万円 
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（訂正後） 
（百万円未満切捨て） 

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                                                         （％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 ％

24年3月期 3,488 △4.3 265 △12.1 273 △11.7 186 647.2
23年3月期 3,644 △10.3 302 － 309 － 24 △78.1
（注） 包括利益       24年 3月期 215百万円（625.8％）  23年 3月期  29百万円（△78.7％） 

 

 
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 6 33 3 08 39.1 18.2 7.6
23年3月期 0 85 0 41 6.7 18.7 8.3
（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 

 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 1,502 707 38.3 △34 81
23年3月期 1,498 491 25.1 △41 61
（参考）自己資本       24年 3月期 576百万円  23年 3月期 375百万円 

 

 

（参考）個別業績の概要 
 
１．平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（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 ％

24年3月期 2,241 △10.5 128 △22.1 129 △21.6 111 － 
23年3月期 2,504 △1.9 164 － 164 － △59 － 
 

 
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

24年3月期 3 79 1 84
23年3月期 △2 03 － 
 
（２）個別財政状態 

 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 1,206 184 15.3 △48 12
23年3月期 1,231 65 5.3 △52 18
（参考）自己資本       24年3月期 184百万円  23年3月期 65百万円 
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【添付資料】 

 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

～ 前略 ～ 

（訂正前） 

（売上高及び営業利益） 
～ 前略 ～ その結果、当連結会計年度における営業利益は前年同期と比べ 25,843 千円（8.6％）増加し

327,847千円となりました。 
一方、売上高は、情報サービス業界におきましては第３四半期から一部に持ち直しの動きが見え始めたものの、

景気回復が足踏み状態にあることを反映して依然として厳しい状況にあり、前年同期と比べ 85,186 千円減少

（△2.3％）し3,559,011千円となりました。 
 
（経常利益） 

営業外損益では、受取配当金や受取賃貸料などの営業外収益が 11,261 千円ありましたが、支払利息などの営

業外費用が 3,402 千円あり、その結果、当連結会計年度の経常利益は前年同期と比べ 26,325 千円（8.5％）増加

し335,705千円となりました。 
 
（当期純利益） 

特別損益では、特別利益で投資有価証券売却益が 882 千円ありましたが、特別損失で投資有価証券評価損が

8,506 千円あり、当連結会計年度の当期純利益は、前年同期と比べ 223,738 千円（898.2％）増加し 248,648 千

円となりました。 
 

（訂正後） 

（売上高及び営業利益） 
～ 前略 ～ その結果、当連結会計年度における売上高は、情報サービス業界におきましては第３四半期から

一部に持ち直しの動きが見え始めたものの、景気回復が足踏み状態にあることを反映して依然として厳しい状況に

あり、前年同期と比べ 155,867 千円（△4.3％）減少し 3,488,331 千円となり、営業利益は前年同期と比べ 36,671
千円（△12.1％）減少し265,332千円となりました。 

 

（経常利益） 
営業外損益では、受取配当金や受取賃貸料などの営業外収益が 11,261 千円ありましたが、支払利息などの営

業外費用が3,402千円あり、その結果、当連結会計年度の経常利益は前年同期と比べ36,188千円（△11.7％）減

少し273,191千円となりました。 
 

（当期純利益） 
特別損益では、特別利益で投資有価証券売却益が 882 千円ありましたが、特別損失で投資有価証券評価損が

8,506 千円あり、当連結会計年度の当期純利益は、前年同期と比べ 161,223 千円（647.2％）増加し 186,133 千

円となりました。 
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（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） 
流動資産は、現金及び預金が減少いたしましたが、受取手形及び売掛金や仕掛品が増加したことにより、前連

結会計年度末より33,997千円増加し1,201,429千円となりました。 
 固定資産では、無形固定資産の取得や、保有株式の時価が回復したことにより投資有価証券が増加し、前連結

会計年度末より36,598千円増加し367,307千円となりました。 
 その結果、資産合計は前連結会計年度末より70,596千円増加し1,568,737千円となりました。 
（負債） 
流動負債は、短期借入金の返済や未払金の支払い等により、前連結会計年度末より 191,671 千円減少し

682,117千円となりました。 
 固定負債は、長期借入金の返済等により16,071千円減少し116,968千円となりました。 
 その結果、負債合計は前連結会計年度末より207,742千円減少し799,085千円となりました。 
（純資産） 
純資産は、当期純利益の計上 248,648 千円に加え、保有株式の時価の回復によりその他有価証券評価差額金が

13,857 千円増加し、当連結会計末の純資産は前連結会計年度末より278,339 千円増加し 769,652 千円となりまし

た。 
 

（訂正後） 

（資産） 
流動資産は、受取手形及び売掛金や仕掛品等が増加いたしましたが、現金及び預金が減少し、前連結会計年度

末より32,050千円減少し1,135,380千円となりました。 
 固定資産では、無形固定資産の取得や、保有株式の時価が回復したことにより投資有価証券が増加し、前連結

会計年度末より36,598千円増加し367,307千円となりました。 
 その結果、資産合計は前連結会計年度末より4,547千円増加し1,502,688千円となりました。 
（負債） 
流動負債は、短期借入金の返済や未払金の支払い等により、前連結会計年度末より 195,205 千円減少し

678,582千円となりました。 
 固定負債は、長期借入金の返済等により16,071千円減少し116,968千円となりました。 
 その結果、負債合計は前連結会計年度末より211,276千円減少し795,551千円となりました。 
（純資産） 
純資産は、当期純利益の計上 186,133 千円に加え、保有株式の時価の回復によりその他有価証券評価差額金が

13,857 千円増加し、当連結会計年度末の純資産は前連結会計年度末より 215,824 千円増加し 707,137 千円となり

ました。 
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②キャッシュ・フローの状況 
（訂正前） 

 (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 △18.1 9.6 19.9 25.1 40.7

時価ベースの自己資本比率 42.6 46.7 74.5 137.5 159.4

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 3.1 3.7 3.8 3.3 11.5

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

9.9 5.3 9.6 16.2 6.2

～ 注略 ～ 
 

（訂正後） 
 (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 △18.1 9.6 19.9 25.1 38.3

時価ベースの自己資本比率 42.6 46.7 74.5 137.5 166.4

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

3.1 3.7 3.8 3.3 11.5

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 9.9 5.3 9.6 16.2 6.2

～ 注略 ～ 
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３．連結財務諸表等 

（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) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 398,881 252,947
  受取手形及び売掛金 675,425 845,761
  仕掛品 16,742 43,048
  原材料及び貯蔵品 359 599
  繰延税金資産 23,555 22,831
  その他 53,062 36,240
  貸倒引当金 △594 －
  流動資産合計 1,167,431 1,201,429

 固定資産   
  有形固定資産   
   土地 64,185 64,185
   その他 38,254 39,153
    減価償却累計額 △23,746 △25,954
    その他（純額） 14,507 13,198

   有形固定資産合計 78,693 77,384

  無形固定資産   
   その他 7,000 31,504
   無形固定資産合計 7,000 31,504

  投資その他の資産   
   投資有価証券 177,924 188,722
   繰延税金資産 12,994 17,263
   その他 57,425 55,086
   貸倒引当金 △3,329 △2,654
   投資その他の資産合計 245,015 258,418

  固定資産合計 330,709 367,307

 資産合計 1,498,140 1,568,737

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 229,646 234,012
  短期借入金 363,324 241,798
  未払法人税等 53,649 41,434
  賞与引当金 68,738 70,504
  その他 158,430 94,368
  流動負債合計 873,788 682,117

 固定負債   
  長期借入金 41,798 －
  繰延税金負債 7,594 10,064
  退職給付引当金 73,472 96,343
  役員退職慰労引当金 5,886 8,059
  その他 4,288 2,500
  固定負債合計 133,039 116,968

 負債合計 1,006,828 799,085
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(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) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 80,000 80,000
  資本剰余金 35,710 35,710
  利益剰余金 247,745 496,393
  自己株式 △653 △653
  株主資本合計 362,802 611,450

 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 13,303 27,161
  その他の包括利益累計額合計 13,303 27,161

 少数株主持分 115,206 131,040
 純資産合計 491,312 769,652

負債純資産合計 1,498,140 1,568,737
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 （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) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 398,881 252,947
  受取手形及び売掛金 675,425 771,547
  仕掛品 16,742 51,214
  原材料及び貯蔵品 359 599
  繰延税金資産 23,555 22,831
  その他 53,062 36,240
  貸倒引当金 △594 －
  流動資産合計 1,167,431 1,135,380

 固定資産   
  有形固定資産   
   土地 64,185 64,185
   その他 38,254 39,153
    減価償却累計額 △23,746 △25,954
    その他（純額） 14,507 13,198

   有形固定資産合計 78,693 77,384

  無形固定資産   
   その他 7,000 31,504
   無形固定資産合計 7,000 31,504

  投資その他の資産   
   投資有価証券 177,924 188,722
   繰延税金資産 12,994 17,263
   その他 57,425 55,086
   貸倒引当金 △3,329 △2,654
   投資その他の資産合計 245,015 258,418

  固定資産合計 330,709 367,307

 資産合計 1,498,140 1,502,688

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 229,646 234,012
  短期借入金 363,324 241,798
  未払法人税等 53,649 41,434
  賞与引当金 68,738 70,504
  その他 158,430 90,834
  流動負債合計 873,788 678,582

 固定負債   
  長期借入金 41,798 －
  繰延税金負債 7,594 10,064
  退職給付引当金 73,472 96,343
  役員退職慰労引当金 5,886 8,059
  その他 4,288 2,500
  固定負債合計 133,039 116,968

 負債合計 1,006,828 795,551
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(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) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 80,000 80,000
  資本剰余金 35,710 35,710
  利益剰余金 247,745 433,878
  自己株式 △653 △653
  株主資本合計 362,802 548,935

 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 13,303 27,161
  その他の包括利益累計額合計 13,303 27,161

 少数株主持分 115,206 131,040
 純資産合計 491,312 707,137

負債純資産合計 1,498,140 1,502,688
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（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) 

売上高 3,644,198 3,559,011

売上原価 2,891,750 2,812,676

売上総利益 752,447 746,335

販売費及び一般管理費   
 販売費 4,324 3,625
 一般管理費 446,118 414,862
 販売費及び一般管理費合計 450,443 418,487

営業利益 302,004 327,847

営業外収益   
 受取利息 176 89
 受取配当金 3,771 4,295
 受取賃貸料 5,104 5,028
 その他 6,135 1,847
 営業外収益合計 15,188 11,261

営業外費用   
 支払利息 7,199 3,121
 その他 613 281
 営業外費用合計 7,812 3,402

経常利益 309,379 335,705

特別利益   
 投資有価証券売却益 11,805 882
 貸倒引当金戻入額 625 －
 その他 8 －
 特別利益合計 12,440 882

特別損失   
 固定資産除却損 31 －
 投資有価証券評価損 12,792 8,506
 事務所移転費用 1,180 －
 訴訟和解金 180,000 －
 訴訟関連損失 15,759 －
 その他 4,631 －
 特別損失合計 214,394 8,506

税金等調整前当期純利益 107,425 328,081

法人税、住民税及び事業税 72,789 69,738

法人税等調整額 △5,044 △5,687

法人税等合計 67,745 64,050

少数株主損益調整前当期純利益 39,680 264,030

少数株主利益 14,770 15,382

当期純利益 24,909 248,648
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 （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) 

売上高 3,644,198 3,448,331

売上原価 2,891,750 2,802,020

売上総利益 752,447 686,311

販売費及び一般管理費   
 販売費 4,324 3,625
 一般管理費 446,118 417,353
 販売費及び一般管理費合計 450,443 420,978

営業利益 302,004 265,332

営業外収益   
 受取利息 176 89
 受取配当金 3,771 4,295
 受取賃貸料 5,104 5,028
 その他 6,135 1,847
 営業外収益合計 15,188 11,261

営業外費用   
 支払利息 7,199 3,121
 その他 613 281
 営業外費用合計 7,812 3,402

経常利益 309,379 273,191

特別利益   
 投資有価証券売却益 11,805 882
 貸倒引当金戻入額 625 －
 その他 8 －
 特別利益合計 12,440 882

特別損失   
 固定資産除却損 31 －
 投資有価証券評価損 12,792 8,506
 事務所移転費用 1,180 －
 訴訟和解金 180,000 －
 訴訟関連損失 15,759 －
 その他 4,631 －
 特別損失合計 214,394 8,506

税金等調整前当期純利益 107,425 265,566

法人税、住民税及び事業税 72,789 69,738

法人税等調整額 △5,044 △5,687

法人税等合計 67,745 64,050

少数株主損益調整前当期純利益 39,680 201,515

少数株主利益 14,770 15,382

当期純利益 24,909 186,133
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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利益 39,680 264,030

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 △9,944 14,309
 その他の包括利益合計 △9,944 14,309

包括利益 29,736 278,339

（内訳）   
 親会社株主に係る包括利益 14,872 262,505
 少数株主に係る包括利益 14,863 15,834
    

 
（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利益 39,680 201,515

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 △9,944 14,309
 その他の包括利益合計 △9,944 14,309

包括利益 29,736 215,824

（内訳）   
 親会社株主に係る包括利益 14,872 199,990
 少数株主に係る包括利益 14,863 15,834
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（３）連結株主本等変動計算書 

（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   
 資本金   
  当期首残高 1,540,000 80,000
  当期変動額   
   減資 △1,460,000 －
   当期変動額合計 △1,460,000 －

  当期末残高 80,000 80,000

 資本剰余金   
  当期首残高 1,510,000 35,710
  当期変動額   
   減資 1,460,000 －
   欠損填補 △2,934,289 －
   当期変動額合計 △1,474,289 －

  当期末残高 35,710 35,710

 利益剰余金   
  当期首残高 △2,711,454 247,745
  当期変動額   
   当期純利益 24,909 248,648
   欠損填補 2,934,289 －
   当期変動額合計 2,959,199 248,648

  当期末残高 247,745 496,393

 自己株式   
  当期首残高 △653 △653
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －
  当期末残高 △653 △653

 株主資本合計   
  当期首残高 337,892 362,802
  当期変動額   
   当期純利益 24,909 248,648
   当期変動額合計 24,909 248,648

  当期末残高 362,802 611,450

      



―15― 

 
(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) 

その他の包括利益累計額   
 その他有価証券評価差額金   
  当期首残高 23,341 13,303
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,037 13,857
   当期変動額合計 △10,037 13,857

  当期末残高 13,303 27,161

 その他の包括利益累計額合計   
  当期首残高 23,341 13,303
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,037 13,857
   当期変動額合計 △10,037 13,857

  当期末残高 13,303 27,161

少数株主持分   
 当期首残高 100,342 115,206
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,863 15,834
  当期変動額合計 14,863 15,834

 当期末残高 115,206 131,040

純資産合計   
 当期首残高 461,576 491,312
 当期変動額   
  当期純利益 24,909 248,648
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,826 29,691
  当期変動額合計 29,736 278,339

 当期末残高 491,312 769,652
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（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   
 資本金   
  当期首残高 1,540,000 80,000
  当期変動額   
   減資 △1,460,000 －
   当期変動額合計 △1,460,000 －

  当期末残高 80,000 80,000

 資本剰余金   
  当期首残高 1,510,000 35,710
  当期変動額   
   減資 1,460,000 －
   欠損填補 △2,934,289 －
   当期変動額合計 △1,474,289 －

  当期末残高 35,710 35,710

 利益剰余金   
  当期首残高 △2,711,454 247,745
  当期変動額   
   当期純利益 24,909 186,133
   欠損填補 2,934,289 －
   当期変動額合計 2,959,199 186,133

  当期末残高 247,745 433,878

 自己株式   
  当期首残高 △653 △653
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －
  当期末残高 △653 △653

 株主資本合計   
  当期首残高 337,892 362,802
  当期変動額   
   当期純利益 24,909 186,133
   当期変動額合計 24,909 186,133

  当期末残高 362,802 548,935
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(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) 

その他の包括利益累計額   
 その他有価証券評価差額金   
  当期首残高 23,341 13,303
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,037 13,857
   当期変動額合計 △10,037 13,857

  当期末残高 13,303 27,161

 その他の包括利益累計額合計   
  当期首残高 23,341 13,303
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,037 13,857
   当期変動額合計 △10,037 13,857

  当期末残高 13,303 27,161

少数株主持分   
 当期首残高 100,342 115,206
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,863 15,834
  当期変動額合計 14,863 15,834

 当期末残高 115,206 131,040

純資産合計   
 当期首残高 461,576 491,312
 当期変動額   
  当期純利益 24,909 186,133
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,826 29,691
  当期変動額合計 29,736 215,824

 当期末残高 491,312 707,137
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（３）連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前当期純利益 107,425 328,081
 減価償却費 7,213 5,603
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △639 △1,270
 賞与引当金の増減額（△は減少） 6,708 1,765
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,209 22,870
 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,954 2,173
 受取利息及び受取配当金 △3,948 △4,385
 支払利息 7,199 3,121
 投資有価証券売却損益（△は益） △11,805 △882
 投資有価証券評価損益（△は益） 12,792 8,506
 有形固定資産除却損 31 －
 訴訟和解金 180,000 －
 訴訟関連損失 15,759 －
 売上債権の増減額（△は増加） 93,978 △170,336
 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,272 △26,546
 仕入債務の増減額（△は減少） △19,114 4,365
 未払消費税等の増減額（△は減少） 17,880 △2,528
 その他 △60,902 △68,509
 小計 374,015 102,029

 利息及び配当金の受取額 3,948 4,385
 利息の支払額 △7,545 △3,380
 法人税等の支払額 △52,064 △81,953
 訴訟和解金の支払額 △180,000 －
 訴訟関連損失の支払額 △15,759 －
 営業活動によるキャッシュ・フロー 122,593 21,080

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 有形固定資産の取得による支出 △959 △899
 無形固定資産の取得による支出 － △26,719
 投資有価証券の取得による支出 △9,348 △2,830
 投資有価証券の売却による収入 312 26,210
 貸付金の回収による収入 66 －
 敷金及び保証金の差入による支出 △4,173 △700
 敷金の回収による収入 5,313 1,247
 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,788 △3,691

財務活動によるキャッシュ・フロー   
 短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000 50,000
 長期借入金の返済による支出 △213,324 △213,324
 財務活動によるキャッシュ・フロー △263,324 △163,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,519 △145,934

現金及び現金同等物の期首残高 548,400 398,881

現金及び現金同等物の期末残高 398,881 252,947
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（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前当期純利益 107,425 265,566
 減価償却費 7,213 5,603
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △639 △1,270
 賞与引当金の増減額（△は減少） 6,708 1,765
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,209 22,870
 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,954 2,173
 受取利息及び受取配当金 △3,948 △4,385
 支払利息 7,199 3,121
 投資有価証券売却損益（△は益） △11,805 △882
 投資有価証券評価損益（△は益） 12,792 8,506
 有形固定資産除却損 31 －
 訴訟和解金 180,000 －
 訴訟関連損失 15,759 －
 売上債権の増減額（△は増加） 93,978 △96,122
 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,272 △34,712
 仕入債務の増減額（△は減少） △19,114 4,365
 未払消費税等の増減額（△は減少） 17,880 △6,062
 その他 △60,902 △68,509
 小計 374,015 102,029

 利息及び配当金の受取額 3,948 4,385
 利息の支払額 △7,545 △3,380
 法人税等の支払額 △52,064 △81,953
 訴訟和解金の支払額 △180,000 －
 訴訟関連損失の支払額 △15,759 －
 営業活動によるキャッシュ・フロー 122,593 21,080

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 有形固定資産の取得による支出 △959 △899
 無形固定資産の取得による支出           － △26,719
 投資有価証券の取得による支出 △9,348 △2,830
 投資有価証券の売却による収入 312 26,210
 貸付金の回収による収入 66 －
 敷金及び保証金の差入による支出 △4,173 △700
 敷金の回収による収入 5,313 1,247
 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,788 △3,691

財務活動によるキャッシュ・フロー   
 短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000 50,000
 長期借入金の返済による支出 △213,324 △213,324
 財務活動によるキャッシュ・フロー △263,324 △163,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,519 △145,934

現金及び現金同等物の期首残高 548,400 398,881

現金及び現金同等物の期末残高 398,881 252,947
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（６）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 

 (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 △41円  61銭
 

１株当たり純資産額 △32円  69銭
 

１株当たり当期純利益金額 0円  85銭
 

１株当たり当期純利益金額 8円  45銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
金額 0円  41銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
金額 4円  11銭

 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 前連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成24年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 491,312 769,652

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 
 （うちＡ種優先株式） 
 （少数株主持分） 

1,715,206
 

( 1,600,000 )
（  115,206 )

1,731,040
 

( 1,600,000 )
（  131,040 )

普通株式に係る純資産額(千円) △1,223,893 △961,388

普通株式の発行済株式数(株) 29,417,400 29,417,400

普通株式の自己株式数（株） 5,806 5,806

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（株） 29,411,594 29,411,594

 
２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 

項目 
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) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 24,909 248,648

普通株式に係る当期純利益(千円) 24,909 248,648

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 29,411,594 29,411,594

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に

用いられた普通株式増加数の主要な内訳 
 転換予約権(株） 32,000,000 31,096,539

普通株式増加数（株） 32,000,000 31,096,539

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

─────── ――――――― 
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（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 △41円  61銭
 

１株当たり純資産額 △34円  81銭
 

１株当たり当期純利益金額 0円  85銭
 

１株当たり当期純利益金額 6円  33銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
金額 0円  41銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
金額 3円  08銭

 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 前連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成24年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 491,312 707,137

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 
 （うちＡ種優先株式） 
 （少数株主持分） 

1,715,206
 

( 1,600,000 )
（  115,206 )

1,731,040
 

( 1,600,000 )
（  131,040 )

普通株式に係る純資産額(千円) △1,223,893 △1,023,902

普通株式の発行済株式数(株) 29,417,400 29,417,400

普通株式の自己株式数（株） 5,806 5,806

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（株） 29,411,594 29,411,594

 
２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 

項目 
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) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 24,909 186,133

普通株式に係る当期純利益(千円) 24,909 186,133

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 29,411,594 29,411,594

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に

用いられた普通株式増加数の主要な内訳 
 転換予約権(株） 32,000,000 31,096,539

普通株式増加数（株） 32,000,000 31,096,539

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

─────── ――――――― 

 
 

以 上 

 


