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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）「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 

 
当社が平成 24 年 5 月 18 日に開示いたしました「平成 24 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。 
また、本日、第 92 期（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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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【添付資料】 

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 357,364 1,227,440
  売掛金 46,616 18,309
  完成工事未収入金 267,271 288,202
  販売用不動産 ※2 1,652,354 507,924
  未成工事支出金 ※3 4,949 ※3 196
  前渡金 24,090 22,078
  未収入金 16,367 13,385
  繰延税金資産 105,263 11,437
  預け金 129,410 68,682
  その他 ※2 57,717 28,444
  貸倒引当金 △87,190 △35,113

  流動資産合計 2,574,215 2,150,987

固定資産     

  有形固定資産     

    建物及び構築物（純額） ※1 2,667 ※1 310
    機械装置及び運搬具（純額） ※1 2,094 ※1 1,119
    土地 40 40
    その他（純額） ※1 2,961 ※1 1,566

    有形固定資産合計 7,763 3,036

  無形固定資産     

    のれん 122,320 91,740
    その他 132 102

    無形固定資産合計 122,453 91,843

  投資その他の資産     

    投資有価証券 122,278 116,150
    出資金 6,160 4,410
    差入保証金 34,882 ※2 24,143
    長期貸付金 113,761 87,577
    繰延税金資産 21,174 20,907
    貸倒引当金 △113,761 △87,577

    投資その他の資産合計 184,495 165,611
  固定資産合計 314,712 260,490

資産合計 2,888,928 2,411,477
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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)   
負債の部     

流動負債     

  支払手形及び買掛金 181 －
  工事未払金 281,380 156,688
  未成工事受入金 60,695 －
  短期借入金 ※2 987,000 －
  未払金 81,140 158,185
  1年内償還予定の社債 150,000 150,000
  未払法人税等 5,864 6,880
  賞与引当金 9,980 8,242
  完成工事補償引当金 1,000 1,850
  工事損失引当金 ※3 3,500 ※3 7,200
  訴訟損失引当金 － 11,000
  その他 240,741 41,116

  流動負債合計 1,821,483 541,162

固定負債     

  退職給付引当金 25,590 25,653
  役員退職慰労引当金 46,800 54,600
  長期未払金 200,995 200,995
  その他 344 －

  固定負債合計 273,729 281,248

負債合計 2,095,213 822,411

純資産の部     

株主資本     

  資本金 3,300,000 3,847,946
  資本剰余金 － 547,946
  利益剰余金 △2,827,974 △3,099,383
  自己株式 △5,954 △5,954

  株主資本合計 466,071 1,290,555

その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金 － 6
  為替換算調整勘定 △22,356 △26,295

  その他の包括利益累計額合計 △22,356 △26,289

新株予約権 350,000 324,800

純資産合計 793,714 1,589,066

負債純資産合計 2,888,928 2,411,477
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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 357,364 1,227,440
  売掛金 46,616 18,309
  完成工事未収入金 267,271 288,202
  販売用不動産 ※2 1,652,354 507,924
  未成工事支出金 ※3 4,949 ※3 196
  前渡金 24,090 22,078
  未収入金 16,367 13,385
  繰延税金資産 105,263 11,437
  預け金 129,410 68,682
  その他 ※2 57,717 28,444
  貸倒引当金 △87,190 △35,113

  流動資産合計 2,574,215 2,150,987

固定資産     

  有形固定資産     

    建物及び構築物（純額） ※1 2,667 ※1 310
    機械装置及び運搬具（純額） ※1 2,094 ※1 1,119
    土地 40 40
    その他（純額） ※1 2,961 ※1 1,566

    有形固定資産合計 7,763 3,036

  無形固定資産     

    のれん 122,320 91,740
    その他 132 102

    無形固定資産合計 122,453 91,843

  投資その他の資産     

    投資有価証券 122,278 116,150
    出資金 6,160 4,410
    差入保証金 34,882 ※2 24,143
    長期貸付金 113,761 87,577
    繰延税金資産 21,174 20,907
    貸倒引当金 △113,761 △87,577

    投資その他の資産合計 184,495 165,611

  固定資産合計 314,712 260,490

資産合計 2,888,928 2,411,477
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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)   
負債の部     

流動負債     

  支払手形及び買掛金 181 －
  工事未払金 281,380 156,688
  未成工事受入金 60,695 －
  短期借入金 ※2 987,000 －
  未払金 81,140 158,185
  1年内償還予定の社債 150,000 150,000
  未払法人税等 5,864 6,880
  賞与引当金 9,980 8,242
  完成工事補償引当金 1,000 1,850
  工事損失引当金 ※3 3,500 ※3 7,200
  訴訟損失引当金 － 11,000
  その他 240,741 41,116

  流動負債合計 1,821,483 541,162

固定負債     

  退職給付引当金 25,590 25,653
  役員退職慰労引当金 46,800 54,600
  長期未払金 200,995 200,995
  その他 344 －

  固定負債合計 273,729 281,248

負債合計 2,095,213 822,411

純資産の部     

株主資本     

  資本金 3,300,000 3,847,946
  資本剰余金 － 547,946
  利益剰余金 △2,765,132 △3,036,541
  自己株式 △5,954 △5,954

  株主資本合計 528,913 1,353,397

その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金 － 6
  為替換算調整勘定 △85,198 △89,137

  その他の包括利益累計額合計 △85,198 △89,130

新株予約権 350,000 324,800

純資産合計 793,714 1,589,066

負債純資産合計 2,888,928 2,411,477
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（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     

資本金     

  当期首残高 3,300,000 3,300,000
  当期変動額     

    新株の発行 － 547,946

    当期変動額合計 － 547,946

  当期末残高 3,300,000 3,847,946

資本剰余金     

  当期首残高 － －
  当期変動額     

    新株の発行 － 547,946

    当期変動額合計 － 547,946

  当期末残高 － 547,946

利益剰余金     

  当期首残高 △1,149,530 △2,827,974
  当期変動額     

    当期純損失（△） △1,678,444 △271,408

    当期変動額合計 △1,678,444 △271,408

  当期末残高 △2,827,974 △3,099,383

自己株式     

  当期首残高 △5,954 △5,954
  当期変動額     

    当期変動額合計 － －

  当期末残高 △5,954 △5,954

株主資本合計     

  当期首残高 2,144,515 466,071
  当期変動額     

    新株の発行 － 1,095,893
    当期純損失（△） △1,678,444 △271,408

    当期変動額合計 △1,678,444 824,484
  当期末残高 466,071 1,290,555

  

  



7 

(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 193,577 －
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△193,577 6

      当期変動額合計 △193,577 6

    当期末残高 － 6

  為替換算調整勘定     

    当期首残高 △18,428 △22,356
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△3,928 △3,939

      当期変動額合計 △3,928 △3,939

    当期末残高 △22,356 △26,295

  その他の包括利益累計額合計     

    当期首残高 175,149 △22,356
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△197,505 △3,932

      当期変動額合計 △197,505 △3,932

    当期末残高 △22,356 △26,289

新株予約権     

  当期首残高 350,000 350,000
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △25,200

    当期変動額合計 － △25,200

  当期末残高 350,000 324,800

少数株主持分     

  当期首残高 1,375,610 －
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,375,610 －

    当期変動額合計 △1,375,610 －

  当期末残高 － －

純資産合計     

  当期首残高 4,045,275 793,714
  当期変動額     

    新株の発行 － 1,095,893
    当期純損失（△） △1,678,444 △271,408
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,573,115 △29,132

    当期変動額合計 △3,251,560 795,351

  当期末残高 793,714 1,589,066
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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 3,300,000 3,300,000
  当期変動額     

    新株の発行 － 547,946

    当期変動額合計 － 547,946

  当期末残高 3,300,000 3,847,946

資本剰余金     

  当期首残高 － －
  当期変動額     

    新株の発行 － 547,946

    当期変動額合計 － 547,946

  当期末残高 － 547,946

利益剰余金     

  当期首残高 △1,086,688 △2,765,132
  当期変動額     

    当期純損失（△） △1,678,444 △271,408

    当期変動額合計 △1,678,444 △271,408

  当期末残高 △2,765,132 △3,036,541

自己株式     

  当期首残高 △5,954 △5,954
  当期変動額     

    当期変動額合計 － －

  当期末残高 △5,954 △5,954

株主資本合計     

  当期首残高 2,207,357 528,913
  当期変動額     

    新株の発行 － 1,095,893
    当期純損失（△） △1,678,444 △271,408

    当期変動額合計 △1,678,444 824,484

  当期末残高 528,913 1,353,397
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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 193,577 －
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△193,577 6

      当期変動額合計 △193,577 6

    当期末残高 － 6

  為替換算調整勘定     

    当期首残高 △81,270 △85,198
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△3,928 △3,939

      当期変動額合計 △3,928 △3,939

    当期末残高 △85,198 △89,137

  その他の包括利益累計額合計     

    当期首残高 112,307 △85,198
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△197,505 △3,932

      当期変動額合計 △197,505 △3,932

    当期末残高 △85,198 △89,130

新株予約権     

  当期首残高 350,000 350,000
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △25,200

    当期変動額合計 － △25,200

  当期末残高 350,000 324,800

少数株主持分     

  当期首残高 1,375,610 －
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,375,610 －

    当期変動額合計 △1,375,610 －

  当期末残高 － －

純資産合計     

  当期首残高 4,045,275 793,714
  当期変動額     

    新株の発行 － 1,095,893
    当期純損失（△） △1,678,444 △271,408
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,573,115 △29,132

    当期変動額合計 △3,251,560 795,351

  当期末残高 793,714 1,589,066

   

以 上 


