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平成 26 年 8 月 14 日 

各 位 
会 社 名 アジア・アライアンス・ 

ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長  船戸 義徳 
     （コード：9318 東証第 2 部） 
問合せ先 常務執行役員   中村 勝之 
     （TEL．03-5447-5350） 

 

（訂正・数値データ訂正） 
「平成 26 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 
当社が平成 26 年 5 月 20 日に開示いたしました「平成 26 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につ

きまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、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を送信いたします。 
また、本日、第 94 期（自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日）有価証券報告書の訂正報告書

を関東財務局に提出いたします。 
 

記 
 
１．訂正の理由 
本日付当社開示資料「訂正有価証券報告書等の提出および過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

 
２．訂正の内容 
訂正個所には下線を付しております。 
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【サマリー情報】 
 

（訂正前） 
 

１．平成 26 年 3月期の連結業績（平成 25 年 4月 1日～平成 26 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 ％

26 年 3月期 

25 年 3 月期 

3,476 31.8 △729 ― △817 ― △522 ―

2,638 △34.3 △585 ― △649 ― △578 ―

（注）包括利益       26 年 3 月期  △416 百万円（－％）  25 年 3 月期  △450 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 ％ ％ ％

26 年 3月期 

25 年 3 月期 

△ 2 23 

△ 2 84 

―

―

△ 32.5

△ 38.1

△ 33.9 

△ 25.9 

△ 21.0

△ 22.2

(参考) 持分法投資損益      26 年 3 月期  －百万円  25 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

26 年 3 月期 

25 年 3 月期 

2,217 

2,605 

 1,444

 1,794

65.0 

68.0 

6 13

 7 71

(参考) 自己資本       26 年 3 月期  1,441 百万円  25 年 3 月期  1,770 百万円 

 

 

（訂正後） 
 

１．平成 26 年 3月期の連結業績（平成 25 年 4月 1日～平成 26 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 ％

26 年 3月期 

25 年 3 月期 

3,476 31.8 △729 ― △817 ― △524 ―

2,638 △34.3 △585 ― △649 ― △578 ―

（注）包括利益       26 年 3 月期  △416 百万円（－％）  25 年 3 月期  △450 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 ％ ％ ％

26 年 3月期 

25 年 3 月期 

△ 2 23 

△ 2 84 

―

―

△ 32.5

△ 38.1

△ 33.9 

△ 25.9 

△ 21.0

△ 22.2

(参考) 持分法投資損益      26 年 3 月期  －百万円  25 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

26 年 3 月期 

25 年 3 月期 

2,217 

2,605 

 1,444

 1,794

65.0 

68.0 

6 12

 7 71

(参考) 自己資本       26 年 3 月期  1,441 百万円  25 年 3 月期  1,770 百万円 
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【添付資料】 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

 

（訂正前）  

(1) 経営成績に関する分析 

＜省略＞ 

当連結会計年度の業績につきましては、株式会社六合の建設工事売上高の増大により連結売上高は 3,476 百万円

（前年同期比 31.8％増）と大幅に増収になりましたが、前期に造成地売上に伴う大きな粗利益を計上したことの反動

があったため、また販売費および一般管理費の増加の影響もあり、営業損失が 729 百万円（前年同期比 24.6％増）、

経常損失は 817 百万円（前年同期比 25.9％増）となりました。 

これに、特別損益を加減した税金等調整前当期純損失は 524 百万円（前年同期比 1.9％減）、当連結会計年度の当

期純損失は 522 百万円（前年同期比 9.7％減）となりました。 

＜省略＞ 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

＜省略＞ 

（純資産）  

当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 350 百万円（19.5％）減少し、1,444 百万円

となりました。 

主な増減は、当期純損失の計上による利益剰余金の減少522百万円、新株予約権の行使に伴う資本金及び資本剰余

金の増加82百万円、その他有価証券評価差額金の増加17百万円、為替換算調整勘定の増加94百万円等であります。 

＜省略＞ 

 

（訂正後）  

(1)  経営成績に関する分析 

＜省略＞ 

当連結会計年度の業績につきましては、株式会社六合の建設工事売上高の増大により連結売上高は 3,476 百万円

（前年同期比 31.8％増）と大幅に増収になりましたが、前期に造成地売上に伴う大きな粗利益を計上したことの反動

があったため、また販売費および一般管理費の増加の影響もあり、営業損失が 729 百万円（前年同期比 24.6％増）、

経常損失は 817 百万円（前年同期比 25.9％増）となりました。 

これに、特別損益を加減した税金等調整前当期純損失は 524 百万円（前年同期比 1.9％減）、当連結会計年度の当

期純損失は 524 百万円（前年同期比 9.3％減）となりました。 

＜省略＞ 
(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

＜省略＞ 

（純資産）  

当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 350 百万円（19.5％）減少し、1,444 百万円

となりました。 

主な増減は、当期純損失の計上による利益剰余金の減少524百万円、新株予約権の行使に伴う資本金及び資本剰余

金の増加82百万円、その他有価証券評価差額金の増加17百万円、為替換算調整勘定の増加94百万円等であります。 

＜省略＞ 
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４．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25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,248,251 617,880

受取手形及び売掛金 31,781 8,383

完成工事未収入金 332,215 630,854

商品 － 9,174

販売用不動産 386,560 224,336

仕掛販売用不動産 － 87,789

未成工事支出金 ※３ 14,895 ※３ 60

前渡金 730 300

未収入金 2,783 10,992

預け金 60,380 31,400

繰延税金資産 5,079 4,205

その他 29,715 37,167

貸倒引当金 － △21,537

流動資産合計 2,112,392 1,641,008

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） ※１ 406 ※１ 1,638

機械装置及び運搬具（純額） ※１ 1,475 ※１ 0

土地 40 40

その他（純額） ※１ 1,375 ※１ 7,105

有形固定資産合計 3,297 8,783

無形固定資産 

のれん 62,241 39,230

その他 72 42

無形固定資産合計 62,314 39,273

投資その他の資産 

投資有価証券 400,926 359,623

投資不動産（純額） － 131,469

出資金 210 210

会員権 4,850 4,450

破産更生債権等 122,691 122,691

差入保証金 ※２ 21,407 ※２ 32,423

貸倒引当金 △122,691 △122,691

投資その他の資産合計 427,394 528,176

固定資産合計 493,006 576,232

資産合計 2,605,398 2,217,241
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 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

工事未払金 189,601 649,628

未成工事受入金 45,774 10,834

未払金 213,576 6,006

未払法人税等 11,611 1,750

賞与引当金 12,868 12,777

完成工事補償引当金 1,244 1,126

工事損失引当金 ※３ 10,000 ※３ 5,700

繰延税金負債 － 477

その他 20,165 25,798

流動負債合計 504,841 714,100

固定負債 

退職給付引当金 34,319 34,455

役員退職慰労引当金 53,750 －

長期未払金 200,995 －

繰延税金負債 16,526 24,492

固定負債合計 305,590 58,947

負債合計 810,432 773,048

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,270,611 2,311,861

資本剰余金 490,375 531,625

利益剰余金 △1,081,586 △1,604,022

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 1,673,445 1,233,509

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 26,950 44,196

為替換算調整勘定 69,994 164,256

その他の包括利益累計額合計 96,944 208,453

新株予約権 2,296 2,230

少数株主持分 22,279 －

純資産合計 1,794,966 1,444,193

負債純資産合計 2,605,398 2,217,241
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（訂正後） 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,248,251 617,880

受取手形及び売掛金 31,781 8,383

完成工事未収入金 332,215 630,854

商品 － 9,174

販売用不動産 386,560 224,336

仕掛販売用不動産 － 87,789

未成工事支出金 ※３ 14,895 ※３ 60

前渡金 730 300

未収入金 2,783 10,992

預け金 60,380 31,400

繰延税金資産 5,079 4,205

その他 29,715 37,167

貸倒引当金 － △21,537

流動資産合計 2,112,392 1,641,008

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） ※１ 406 ※１ 1,638

機械装置及び運搬具（純額） ※１ 1,475 ※１ 0

土地 40 40

その他（純額） ※１ 1,375 ※１ 7,105

有形固定資産合計 3,297 8,783

無形固定資産 

のれん 62,241 39,230

その他 72 42

無形固定資産合計 62,314 39,273

投資その他の資産 

投資有価証券 400,926 359,623

投資不動産（純額） － 131,469

出資金 210 210

会員権 4,850 4,450

破産更生債権等 122,691 122,691

差入保証金 ※２ 21,407 ※２ 32,423

貸倒引当金 △122,691 △122,691

投資その他の資産合計 427,394 528,176

固定資産合計 493,006 576,232

資産合計 2,605,398 2,217,241
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 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

工事未払金 189,601 649,628

未成工事受入金 45,774 10,834

未払金 213,576 6,006

未払法人税等 11,611 1,750

賞与引当金 12,868 12,777

完成工事補償引当金 1,244 1,126

工事損失引当金 ※３ 10,000 ※３ 5,700

繰延税金負債 － 477

その他 20,165 25,798

流動負債合計 504,841 714,100

固定負債 

退職給付引当金 34,319 34,455

役員退職慰労引当金 53,750 －

長期未払金 200,995 －

繰延税金負債 16,526 24,492

固定負債合計 305,590 58,947

負債合計 810,432 773,048

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,270,611 2,311,861

資本剰余金 490,375 531,625

利益剰余金 △1,018,744 △1,543,212

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 1,736,287 1,294,319

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 26,950 44,169

為替換算調整勘定 7,152 101,414

その他の包括利益累計額合計 34,102 145,584

新株予約権 2,296 2,230

少数株主持分 22,279 2,059

純資産合計 1,794,966 1,444,193

負債純資産合計 2,605,398 2,217,241
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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24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

売上高 2,638,400 3,476,739

売上原価 ※１ 2,330,448 ※１ 3,249,184

売上総利益 307,952 227,555

販売費及び一般管理費 ※２ 893,529 ※２ 957,258

営業損失（△） △585,577 △729,703

営業外収益 

受取利息及び配当金 387 409

保険事務手数料 － 1,137

出向負担金収入 18,841 －

その他 3,914 1,040

営業外収益合計 23,143 2,588

営業外費用 

支払利息 3,760 －

為替差損 74,611 68,966

株式交付費 5,233 977

貸倒引当金繰入額 － 15,500

その他 3,705 5,361

営業外費用合計 87,310 90,805

経常損失（△） △649,744 △817,920

特別利益 

固定資産売却益 － ※３ 1,626

役員退職慰労引当金戻入額 － 56,562

新株予約権戻入益 265,500 66

債務免除益 － ※４ 67,556

債務消滅益 ※５ 171,540 ※５ 274,084

その他 1,622 －

特別利益合計 438,662 399,895

特別損失 

のれん償却額 － 3,277

減損損失 ※６ 8,400 ※６ 10,920

訴訟関連損失 19,000 －

投資有価証券売却損 296,333 －

投資有価証券評価損 － 89,389

事務所移転費用 － 2,650

その他 － 211

特別損失合計 323,733 106,448

税金等調整前当期純損失（△） △534,815 △524,474

法人税、住民税及び事業税 11,966 2,572

法人税等調整額 27,269 1,350

法人税等合計 39,236 3,923

少数株主損益調整前当期純損失（△） △574,052 △528,397

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4,279 △5,961

当期純損失（△） △578,331 △522,436
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（訂正後）  
 (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

売上高 2,638,400 3,476,739

売上原価 ※１ 2,330,448 ※１ 3,249,184

売上総利益 307,952 227,555

販売費及び一般管理費 ※２ 893,529 ※２ 957,258

営業損失（△） △585,577 △729,703

営業外収益 

受取利息及び配当金 387 409

保険事務手数料 － 1,137

出向負担金収入 18,841 －

その他 3,914 1,040

営業外収益合計 23,143 2,588

営業外費用 

支払利息 3,760 －

為替差損 74,611 68,966

株式交付費 5,233 977

貸倒引当金繰入額 － 15,500

その他 3,705 5,361

営業外費用合計 87,310 90,805

経常損失（△） △649,744 △817,920

特別利益 

固定資産売却益 － ※３ 1,626

役員退職慰労引当金戻入額 － 56,562

新株予約権戻入益 265,500 66

債務免除益 － ※４ 67,556

債務消滅益 ※５ 171,540 ※５ 274,084

その他 1,622 －

特別利益合計 438,662 399,895

特別損失 

のれん償却額 － 3,277

減損損失 ※６ 8,400 ※６ 10,920

訴訟関連損失 19,000 －

投資有価証券売却損 296,333 －

投資有価証券評価損 － 89,389

事務所移転費用 － 2,650

その他 － 211

特別損失合計 323,733 106,448

税金等調整前当期純損失（△） △534,815 △524,474

法人税、住民税及び事業税 11,966 2,572

法人税等調整額 27,269 1,350

法人税等合計 39,236 3,923

少数株主損益調整前当期純損失（△） △574,052 △528,397

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4,279 △3,929

当期純損失（△） △578,331 △524,467
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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24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △574,052 △528,397

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 26,943 17,246

為替換算調整勘定 96,290 94,262

その他の包括利益合計 ※１ 123,233 ※１ 111,508

包括利益 △450,818 △416,889

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 △455,097 △410,927

少数株主に係る包括利益 4,279 △5,961

 

（訂正後）  
 （単位：千円）

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △574,052 △528,397

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 26,943 17,229

為替換算調整勘定 96,290 94,262

その他の包括利益合計 ※１ 123,233 ※１ 111,492

包括利益 △450,818 △416,905

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 △455,097 △412,986

少数株主に係る包括利益 4,279 △3,918
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

前連結会計年度（自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 

    (単位：千円)

 株主資本  

 資本金  資本剰余金 利益剰余金  自己株式  株主資本合計 

当期首残高  3,847,946 547,946 △3,099,383 △5,954 1,290,555

当期変動額  

新株の発行  480,611 480,611 961,222

資本金から剰余金への振替  △2,057,946 2,057,946 －

欠損填補  △2,596,128 2,596,128 －

当期純損失（△）  △578,331 △578,331

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

当期変動額合計  △1,577,335 △57,570 2,017,796 － 382,890

当期末残高  2,270,611 490,375 △1,081,586 △5,954 1,673,445

 

 その他の包括利益累計額  
新株予約権  少数株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券評

価差額金  
為替換算調整勘

定  
その他の包括利

益累計額合計  
当期首残高  6 △26,295 △26,289 324,800 － 1,589,066

当期変動額        

新株の発行       961,222

資本金から剰余金への振替       －

欠損填補       －

当期純損失（△）       △578,331

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額）  
26,943 96,290 123,233 △322,503 22,279 △176,990

当期変動額合計  26,943 96,290 123,233 △322,503 22,279 205,899

当期末残高  26,950 69,994 96,944 2,296 22,279 1,794,966

 

当連結会計年度（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

    (単位：千円)

 株主資本  

 資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  株主資本合計

当期首残高  2,270,611 490,375 △1,081,586 △5,954 1,673,445

当期変動額  

新株の発行  41,250 41,250 82,500

資本金から剰余金への振替  

欠損填補  

当期純損失（△）  △522,436 △522,436

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

当期変動額合計  41,250 41,250 △522,436 － △439,936

当期末残高  2,311,861 531,625 △1,604,022 △5,954 1,233,509

 

 その他の包括利益累計額  
新株予約権  少数株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券評

価差額金  
為替換算調整勘

定  
その他の包括利

益累計額合計  
当期首残高  26,950 69,994 96,944 2,296 22,279 1,794,966

当期変動額  

新株の発行  82,500

資本金から剰余金への振替  

欠損填補  

当期純損失（△）  △522,436

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額）  
17,246 94,262 111,508 △66 △22,279 89,163

当期変動額合計  17,246 94,262 111,508 △66 △22,279 △350,772

当期末残高  44,196 164,256 208,453 2,230 - 1,444,193
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（訂正後） 

前連結会計年度（自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 

    (単位：千円)

 株主資本  

 資本金  資本剰余金 利益剰余金  自己株式  株主資本合計 

当期首残高  3,847,946 547,946 △3,036,541 △5,954 1,353,397

当期変動額  

新株の発行  480,611 480,611 961,222

資本金から剰余金への振替  △2,057,946 2,057,946 －

欠損填補  △2,596,128 2,596,128 －

当期純損失（△）  △578,331 △578,331

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

当期変動額合計  △1,577,335 △57,570 2,017,796 － 382,890

当期末残高  2,270,611 490,375 △1,018,744 △5,954 1,736,287

 

 その他の包括利益累計額  
新株予約権  少数株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券評

価差額金  
為替換算調整勘

定  
その他の包括利

益累計額合計  
当期首残高  6 △89,137 △89,130 324,800 － 1,589,066

当期変動額        

新株の発行       961,222

資本金から剰余金への振替       －

欠損填補       －

当期純損失（△）       △578,331

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額）  
26,943 96,290 123,233 △322,503 22,279 △176,990

当期変動額合計  26,943 96,290 123,233 △322,503 22,279 205,899

当期末残高  26,950 7,152 34,102 2,296 22,279 1,794,966

 

当連結会計年度（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

    (単位：千円)

 株主資本  

 資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  株主資本合計

当期首残高  2,270,611 490,375 △1,018,744 △5,954 1,736,287

当期変動額  

新株の発行  41,250 41,250 82,500

資本金から剰余金への振替  

欠損填補  

当期純損失（△）  △524,467 △524,467

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

当期変動額合計  41,250 41,250 △524,467 － △441,967

当期末残高  2,311,861 531,625 △1,543,212 △5,954 1,294,319

 

 その他の包括利益累計額  
新株予約権  少数株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券評

価差額金  
為替換算調整勘

定  
その他の包括利

益累計額合計  
当期首残高  26,950 7,152 34,102 2,296 22,279 1,794,966

当期変動額  

新株の発行  82,500

資本金から剰余金への振替  

欠損填補  

当期純損失（△）  △524,467

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額）  
17,218 94,262 111,481 △66 △20,220 91,195

当期変動額合計  17,218 94,262 111,481 △66 △20,220 △350,772

当期末残高  44,169 101,414 145,584 2,230 2,059 1,444,193
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結包括利益計算書関係） 

（訂正前） 
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 

前連結会計年度 

（自 平成 24 年４月１日 

至 平成 25 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 25 年４月１日 

至 平成 26 年３月 31 日） 

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 43,465 千円 25,212 千円

組替調整額 － － 

税効果調整前 43,465 25,212 

税効果額 △16,522 △7,966 

その他有価証券評価差額金 26,943 17,246 

為替換算調整勘定：   

当期発生額 96,290 94,262 

その他の包括利益合計 123,233 111,508 

 

（訂正後） 
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 

前連結会計年度 

（自 平成 24 年４月１日 

至 平成 25 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 25 年４月１日 

至 平成 26 年３月 31 日） 

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 43,465 千円 25,195 千円

組替調整額 － － 

税効果調整前 43,465 25,195 

税効果額 △16,522 △7,966 

その他有価証券評価差額金 26,943 17,229 

為替換算調整勘定：   

当期発生額 96,290 94,262 

その他の包括利益合計 123,233 111,492 
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（１株当たり情報） 

（訂正前） 
前連結会計年度 

（自 平成 24 年４月１日 

至 平成 25 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 25 年４月１日 

至 平成 26 年３月 31 日） 

  

１株当たり純資産額 7.71 円

１株当たり当期純損失金額 2.84 円
 

  

１株当たり純資産額 6.13 円

１株当たり当期純損失金額 2.23 円

 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの 1株当たり当期純損失であるた

め、記載しておりません。 

 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの 1株当たり当期純損失であるた

め、記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純利益(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 24 年４月１日 

至 平成 25 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 25 年４月１日 

至 平成 26 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益（純損失）

金額 
  

当期純利益（純損失△）（千

円） 
△578,331 △522,436 

普通株主に帰属しない金額（千

円） 
－ － 

普通株式に係る当期純利益（純

損失△）（千円） 
△578,331 △522,436 

期中平均株式数（千株） 203,422 234,762 

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

利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

第９回新株予約権 

（新株予約権の数 53,500 個)  

平成 23 年６月 29 日株主総会決議、平成

23 年 11 月 29 日取締役会決議によるス

トックオプション（新株予約権の数

1,165 個）  

平成 18 年６月 29 日株主総会決議、平成

23 年 11 月 29 日取締役会決議によるス

トックオプション（新株予約権の数

3,000 個）  

第９回新株予約権 

（新株予約権の数 48,000 個)  

平成 23 年６月 29 日株主総会決議、平成

23 年 11 月 29 日取締役会決議によるス

トックオプション（新株予約権の数

1,045 個）  

平成 18 年６月 29 日株主総会決議、平成

23 年 11 月 29 日取締役会決議によるス

トックオプション（新株予約権の数

3,000 個）  
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（訂正後） 
前連結会計年度 

（自 平成 24 年４月１日 

至 平成 25 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 25 年４月１日 

至 平成 26 年３月 31 日） 

  

１株当たり純資産額 7.71 円

１株当たり当期純損失金額 2.84 円
 

  

１株当たり純資産額 6.12 円

１株当たり当期純損失金額 2.23 円

 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの 1株当たり当期純損失であるた

め、記載しておりません。 

 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの 1株当たり当期純損失であるた

め、記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純利益(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 24 年４月１日 

至 平成 25 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 25 年４月１日 

至 平成 26 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益（純損失）

金額 
  

当期純利益（純損失△）（千

円） 
△578,331 △524,467 

普通株主に帰属しない金額（千

円） 
－ － 

普通株式に係る当期純利益（純

損失△）（千円） 
△578,331 △524,467 

期中平均株式数（千株） 203,422 234,762 

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

利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

第９回新株予約権 

（新株予約権の数 53,500 個)  

平成 23 年６月 29 日株主総会決議、平成

23 年 11 月 29 日取締役会決議によるス

トックオプション（新株予約権の数

1,165 個）  

平成 18 年６月 29 日株主総会決議、平成

23 年 11 月 29 日取締役会決議によるス

トックオプション（新株予約権の数

3,000 個）  

第９回新株予約権 

（新株予約権の数 48,000 個)  

平成 23 年６月 29 日株主総会決議、平成

23 年 11 月 29 日取締役会決議によるス

トックオプション（新株予約権の数

1,045 個）  

平成 18 年６月 29 日株主総会決議、平成

23 年 11 月 29 日取締役会決議によるス

トックオプション（新株予約権の数

3,000 個）  

 

以 上  


