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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 22 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について 

 
当社が平成 22 年 5 月 20 日に開示いたしました「平成 22 年 3 月期決算短信」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 90 期（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 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】 
１．平成 22 年 3月期の連結業績（平成 21 年 4月 1日～平成 22 年 3月 31 日） 

 

（訂正前） 
(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 ％

22 年 3月期 

21 年 3 月期 

8,282 1.9 △44 ― △158 ― △2,524 ―

8,125 5.6 △470 ― △547 ― △1,277 ―

 

 
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 ％ ％ ％

22 年 3月期 

21 年 3 月期 

△26 62 

△13 47 

―

―

△72.6

△24.3

△1.1 

△3.3 
△0.5

△5.8

(参考) 持分法投資損益      22 年 3 月期  －百万円  21 年 3 月期  10 百万円 

 

（訂正後） 
(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 ％

22 年 3月期 

21 年 3 月期 

8,282 1.9 △44 ― △158 ― △2,524 ―

8,125 5.6 △470 ― △484 ― △1,214 ―

 

 
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 ％ ％ ％

22 年 3月期 

21 年 3 月期 

△26 62 

△12 81 

―

―

△72.6

△24.3

△1.1 

△3.3 
△0.5

△5.8

(参考) 持分法投資損益      22 年 3 月期  －百万円  21 年 3 月期  10 百万円 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 

（訂正前） 

＜省略＞ 

 この結果、当連結会計年度におきましては、売上高につきましては、8,282百万円（前年同期比1.9％増）と増収とな

り、営業損失44百万円（前年同期比90.5％減）、経常損失158百万円（前年同期比71.1％減）と損失幅が大幅に改善いた

しました。しかし、当連結会計年度純損益につきましては、株式会社テレサイクルサービス長崎および三生興産株式会社

を売却したことによる特別損失を計上したために、当連結会計年度純損失は2,524百万円（前年同期比97.6％増）となり

ました。 

 ＜省略＞ 

 ② 営業外収益及び費用 

 営業外収益につきましては、主に受取地代家賃5百万円を計上いたしました。 

 その結果、当連結会計年度において営業外収益は31百万円（前年同期比76.2％減）となりました。 

 営業外費用につきましては、主に金融機関からの借入にともなう支払利息142百万円を計上いたしました。 

 その結果、当連結会計年度において営業外費用は144百万円（前年同期比30.4％減）となりました。 

＜省略＞ 

 

（訂正後） 

＜省略＞ 

 この結果、当連結会計年度におきましては、売上高につきましては、8,282百万円（前年同期比1.9％増）と増収とな

り、営業損失44百万円（前年同期比90.5％減）、経常損失158百万円（前年同期比67.3％減）と損失幅が大幅に改善いた

しました。しかし、当連結会計年度純損益につきましては、株式会社テレサイクルサービス長崎および三生興産株式会社

を売却したことによる特別損失を計上したために、当連結会計年度純損失は2,524百万円（前年同期比107.8％増）となり

ました。 

 ＜省略＞ 

 ② 営業外収益及び費用 

営業外収益につきましては、主に受取地代家賃5百万円を計上いたしました。 

 その結果、当連結会計年度において営業外収益は31百万円（前年同期比83.9％減）となりました。 

 営業外費用につきましては、主に金融機関からの借入にともなう支払利息142百万円を計上いたしました。 

 その結果、当連結会計年度において営業外費用は144百万円（前年同期比30.4％減）となりました。 

＜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21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日)   
資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 ※2 1,687,323 ※2 1,752,921

  受取手形及び売掛金 1,271,146 1,211,526

  完成工事未収入金 324,915 12,857

  営業投資有価証券 2,250 888

  商品 25,690 25,372

  前渡金 44,303 100,709

  短期貸付金 3,035 314,291

  未収入金 14,286 137,752

  繰延税金資産 75,536 115,470

  その他 78,502 76,315

  貸倒引当金 △82,607 △491,630

  流動資産合計 3,444,383 3,256,475

固定資産 

 有形固定資産 
   建物及び構築物（純額） ※1, ※2 4,502,575 ※1, ※2 4,410,902
   機械装置及び運搬具（純額） ※1 36,419 ※1 40,332
   土地 ※2 5,441,790 ※2 3,242,963
   リース資産（純額） ※1 175,586 ※1 464,688
   建設仮勘定 889,113 －
   その他（純額） ※1 122,212 ※1 96,954
   有形固定資産合計 11,167,697 8,255,841

 無形固定資産 
   のれん 681,545 424,311
   その他 21,621 21,106
   無形固定資産合計 703,167 445,418

 投資その他の資産 
   投資有価証券 150,805 347,602
   出資金 28,302 9,314
   差入保証金 40,829 39,895
   長期貸付金 113,761 1,148,761
   保険積立金 234,510 242,320
   その他 18,087 30,773
   貸倒引当金 △113,761 △1,050,516
   投資その他の資産合計 472,535 768,150

 固定資産合計 12,343,400 9,469,409

資産合計 15,787,783        12,725,885
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(単位：千円)

  

        前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日)   
負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 65,518 84,440
    工事未払金 277,251 14,646
    短期借入金 ※2 1,284,900 ※2 1,588,900
    1年内返済予定の長期借入金 ※2 739,512 ※2 584,520
    1年内償還予定の社債 150,000 150,000
    未払法人税等 97,698 123,952
    賞与引当金 203,652 216,069
    完成工事補償引当金 900 900
    工事損失引当金 336 －
    その他 630,976 778,529

    流動負債合計 3,450,745 3,541,957

  固定負債     

    長期借入金 ※2 5,166,164 ※2 4,153,270
    退職給付引当金 223,553 316,771
    長期未払金 355,834 200,995
    リース債務 － 376,802
    繰延税金負債 219,891 89,724
    その他 1,800 1,088

    固定負債合計 5,967,243 5,138,652

  負債合計 9,417,988 8,680,609

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 3,300,000 3,300,000
    資本剰余金 3,493,944 －
    利益剰余金 △2,118,867 △1,149,530
    自己株式 △5,954 △5,954

    株主資本合計 4,669,123 2,144,515

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 △1,307 193,577
    為替換算調整勘定 △34,022 △18,428

    評価・換算差額等合計 △35,330 175,149

  新株予約権 350,000 350,000
  少数株主持分 1,386,001 1,375,610

  純資産合計 6,369,794 4,045,275

負債純資産合計 15,787,783 12,725,885
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（訂正後）  

(単位：千円)

  

        前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日)   
資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 ※2 1,687,323 ※2 1,752,921

  受取手形及び売掛金 1,271,146 1,211,526

  完成工事未収入金 324,915 12,857

  営業投資有価証券 2,250 888

  商品 25,690 25,372

  前渡金 44,303 100,709

  短期貸付金 3,035 314,291

  未収入金 14,286 137,752

  繰延税金資産 75,536 115,470

  その他 78,502 76,315

  貸倒引当金 △82,607 △491,630

  流動資産合計 3,444,383 3,256,475

固定資産 

 有形固定資産 
   建物及び構築物（純額） ※1, ※2 4,502,575 ※1, ※2 4,410,902
   機械装置及び運搬具（純額） ※1 36,419 ※1 40,332
   土地 ※2 5,441,790 ※2 3,242,963
   リース資産（純額） ※1 175,586 ※1 464,688
   建設仮勘定 889,113 －
   その他（純額） ※1 122,212 ※1 96,954
   有形固定資産合計 11,167,697 8,255,841

 無形固定資産 
   のれん 681,545 424,311
   その他 21,621 21,106
   無形固定資産合計 703,167 445,418

 投資その他の資産 
   投資有価証券 150,805 347,602
   出資金 28,302 9,314
   差入保証金 40,829 39,895
   長期貸付金 113,761 1,148,761
   保険積立金 234,510 242,320
   その他 18,087 30,773
   貸倒引当金 △113,761 △1,050,516
   投資その他の資産合計 472,535 768,150

 固定資産合計 12,343,400 9,469,409

資産合計 15,787,783        12,725,885
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(単位：千円)

  

        前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日)   
負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 65,518 84,440
    工事未払金 277,251 14,646
    短期借入金 ※2 1,284,900 ※2 1,588,900
    1年内返済予定の長期借入金 ※2 739,512 ※2 584,520
    1年内償還予定の社債 150,000 150,000
    未払法人税等 97,698 123,952
    賞与引当金 203,652 216,069
    完成工事補償引当金 900 900
    工事損失引当金 336 －
    その他 630,976 778,529

    流動負債合計 3,450,745 3,541,957

  固定負債     

    長期借入金 ※2 5,166,164 ※2 4,153,270
    退職給付引当金 223,553 316,771
    長期未払金 355,834 200,995
    リース債務 － 376,802
    繰延税金負債 219,891 89,724
    その他 1,800 1,088

    固定負債合計 5,967,243 5,138,652

  負債合計 9,417,988 8,680,609

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 3,300,000 3,300,000
    資本剰余金 3,493,944 －
    利益剰余金 △2,056,025 △1,086,688
    自己株式 △5,954 △5,954

    株主資本合計 4,731,965 2,207,357

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 △1,307 193,577
    為替換算調整勘定 △96,864 △81,270

    評価・換算差額等合計 △98,172 112,307

  新株予約権 350,000 350,000
  少数株主持分 1,386,001 1,375,610

  純資産合計 6,369,794 4,045,275

負債純資産合計 15,787,783 12,725,885
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（２）連結損益計算書 

（訂正前）  

(単位：千円)

  

    
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)   
売上高 8,125,513 8,282,318

売上原価 ※1 1,449,652 1,406,092

売上総利益 6,675,860 6,876,226

販売費及び一般管理費 ※2 7,146,101 ※2 6,920,668

営業損失（△） △470,241 △44,442

営業外収益     

  受取利息及び配当金 14,209 4,133
  持分法による投資利益 10,986 －
  受取地代家賃 35,975 5,281
  その他 70,374 21,882

  営業外収益合計 131,546 31,297

営業外費用     

  支払利息 190,479 142,999
  その他 17,873 1,978

  営業外費用合計 208,352 144,977

経常損失（△） △547,047 △158,123

特別利益     

  固定資産売却益 ※3 11,555 ※3 123,739
  貸倒引当金戻入額 98,266 －
  国庫補助金 － 9,166
  その他 19,543 4,631

  特別利益合計 129,365 137,537

特別損失     

  固定資産除却損 3,692 1,769
  営業投資有価証券評価損 18,223 －
  減損損失 ※4 64,704 －
  投資有価証券評価損 ※5 353,167 －
  関係会社株式売却損 ※6 71,361 ※6 854,158
  資産に係る控除対象外消費税等負担額 － 60,553
  貸倒引当金繰入額 － ※7 1,350,778
  のれん償却額 72,898 －
  期限前解約精算金 － 25,254
  特別退職金 ※8 98,807 －
  その他 ※9 95,149 60,113

  特別損失合計 778,005 2,352,629

税金等調整前当期純損失（△） △1,195,687 △2,373,214

法人税、住民税及び事業税 151,860 239,245

法人税等調整額 54,208 △77,387

法人税等合計 205,888 161,857

少数株主損失（△） △124,044 △10,464

当期純損失（△） △1,277,531 △2,524,607
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（訂正後）  

(単位：千円)

  

    
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)   
売上高 8,125,513 8,282,318

売上原価 ※1 1,449,652 1,406,092

売上総利益 6,675,860 6,876,226

販売費及び一般管理費 ※2 7,146,101 ※2 6,920,668

営業損失（△） △470,241 △44,442

営業外収益     

  受取利息及び配当金 14,209 4,133
  持分法による投資利益 10,986 －
  受取地代家賃 35,975 5,281
  その他 133,216 21,882

  営業外収益合計 194,388 31,297

営業外費用     

  支払利息 190,479 142,999
  その他 17,873 1,978

  営業外費用合計 208,352 144,977

経常損失（△） △484,205 △158,123

特別利益     

  固定資産売却益 ※3 11,555 ※3 123,739
  貸倒引当金戻入額 98,266 －
  国庫補助金 － 9,166
  その他 19,543 4,631

  特別利益合計 129,365 137,537

特別損失     

  固定資産除却損 3,692 1,769
  営業投資有価証券評価損 18,223 －
  減損損失 ※4 64,704 －
  投資有価証券評価損 ※5 353,167 －
  関係会社株式売却損 ※6 71,361 ※6 854,158
  資産に係る控除対象外消費税等負担額 － 60,553
  貸倒引当金繰入額 － ※7 1,350,778
  のれん償却額 72,898 －
  期限前解約精算金 － 25,254
  特別退職金 ※8 98,807 －
  その他 ※9 95,149 60,113

  特別損失合計 778,005 2,352,629

税金等調整前当期純損失（△） △1,132,845 △2,373,214

法人税、住民税及び事業税 151,860 239,245

法人税等調整額 54,208 △77,387

法人税等合計 205,888 161,857

少数株主損失（△） △124,044 △10,464

当期純損失（△） △1,214,689 △2,524,607
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（３）連結株主資本等変動計算書等 

（訂正前） 

(単位：千円)

  

        
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)   
株主資本     

資本金     

  前期末残高 3,300,000 3,300,000
  当期変動額     

    当期変動額合計 － －

  当期末残高 3,300,000 3,300,000

資本剰余金     

  前期末残高 3,493,944 3,493,944
  当期変動額     

    資本剰余金から利益剰余金への振替 － △3,493,944

    当期変動額合計 － △3,493,944

  当期末残高 3,493,944 －

利益剰余金     

  前期末残高 △1,074,474 △2,118,867
  当期変動額     

    資本剰余金から利益剰余金への振替 － 3,493,944
    連結範囲の変動 233,138 －
    当期純損失（△） △1,277,531 △2,524,607

    当期変動額合計 △1,044,392 969,336

  当期末残高 △2,118,867 △1,149,530

自己株式     

  前期末残高 △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     

  前期末残高 5,713,516 4,669,123
  当期変動額     

    資本剰余金から利益剰余金への振替 － －
    連結範囲の変動 233,138 －
    当期純損失（△） △1,277,531 △2,524,607

    当期変動額合計 △1,044,392 △2,524,607
  当期末残高 4,669,123 2,144,515
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(単位：千円)

  

        
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)   

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 52,881 △1,307

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△54,188 194,885

      当期変動額合計 △54,188 194,885

    当期末残高 △1,307 193,577

  為替換算調整勘定     

    前期末残高 128,295 △34,022

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△162,318 15,594

      当期変動額合計 △162,318 15,594

    当期末残高 △34,022 △18,428

  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 181,176 △35,330

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△216,507 210,479

      当期変動額合計 △216,507 210,479

    当期末残高 △35,330 175,149

新株予約権     

  前期末残高 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） － －

    当期変動額合計 － －

  当期末残高 350,000 350,000

少数株主持分     

  前期末残高 2,159,848 1,386,001

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △773,846 △10,391

    当期変動額合計 △773,846 △10,391

  当期末残高 1,386,001 1,375,610

純資産合計     

  前期末残高 8,404,541 6,369,794

  当期変動額     

    資本剰余金から利益剰余金への振替 － －

    連結範囲の変動 233,138 －

    当期純損失（△） △1,277,531 △2,524,607

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △990,353 200,088

    当期変動額合計 △2,034,746 △2,324,519

  当期末残高 6,369,794 4,045,275
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（訂正後）  

(単位：千円)

  

        
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)   
株主資本     

資本金     

  前期末残高 3,300,000 3,300,000
  当期変動額     

    当期変動額合計 － －

  当期末残高 3,300,000 3,300,000

資本剰余金     

  前期末残高 3,493,944 3,493,944
  当期変動額     

    資本剰余金から利益剰余金への振替 － △3,493,944

    当期変動額合計 － △3,493,944

  当期末残高 3,493,944 －

利益剰余金     

  前期末残高 △1,074,474 △2,056,025
  当期変動額     

    資本剰余金から利益剰余金への振替 － 3,493,944
    連結範囲の変動 233,138 －
    当期純損失（△） △1,214,689 △2,524,607

    当期変動額合計 △981,551 969,336

  当期末残高 △2,056,025 △1,086,688

自己株式     

  前期末残高 △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     

  前期末残高 5,713,516 4,731,965
  当期変動額     

    資本剰余金から利益剰余金への振替 － －
    連結範囲の変動 233,138 －
    当期純損失（△） △1,214,689 △2,524,607

    当期変動額合計 △981,551 △2,524,607

  当期末残高 4,731,965 2,207,357
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(単位：千円)

  

        
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)   

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 52,881 △1,307

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△54,188 194,885

      当期変動額合計 △54,188 194,885

    当期末残高 △1,307 193,577

  為替換算調整勘定     

    前期末残高 128,295 △96,864

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△225,160 15,594

      当期変動額合計 △225,160 15,594

    当期末残高 △96,864 △81,270

  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 181,176 △98,172

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△279,349 210,479

      当期変動額合計 △279,349 210,479

    当期末残高 △98,172 112,307

新株予約権     

  前期末残高 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） － －

    当期変動額合計 － －

  当期末残高 350,000 350,000

少数株主持分     

  前期末残高 2,159,848 1,386,001

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △773,846 △10,391

    当期変動額合計 △773,846 △10,391

  当期末残高 1,386,001 1,375,610

純資産合計     

  前期末残高 8,404,541 6,369,794

  当期変動額     

    資本剰余金から利益剰余金への振替 － －

    連結範囲の変動 233,138 －

    当期純損失（△） △1,214,689 △2,524,607

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,053,195 200,088

    当期変動額合計 △2,034,746 △2,324,519

  当期末残高 6,369,794 4,045,275
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（４）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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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（△） △1,195,687 △2,373,214

減価償却費 425,681 527,148

減損損失 64,704 －

のれん償却額 361,454 257,234

特別退職金 98,807 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45,016 101,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） △179,779 1,359,458

賞与引当金の増減額（△は減少） 31 12,417

受取利息及び受取配当金 △14,209 △4,133

支払利息 190,479 142,999

持分法による投資損益（△は益） △10,986 －

固定資産売却益 △11,555 △123,739

固定資産除却損 3,692 1,769

関係会社株式売却損 71,361 854,158

投資有価証券評価損益（△は益） 352,351 －

売上債権の増減額（△は増加） △388,191 225,322

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,393 △2,350

商品有価証券の増減額（△は増加） 187,512 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △114,955 1,361

その他の流動資産の増減額（△は増加） 191,470 △237,597

仕入債務の増減額（△は減少） 308,397 △238,000

その他の流動負債の増減額（△は減少） △76,291 435,522

その他 △78,433 4,557

小計 219,479 944,012

利息及び配当金の受取額 14,007 2,202

利息の支払額 △178,794 △136,520

特別退職金の支払額 △98,807 －

法人税等の支払額 △167,153 △212,156

営業活動によるキャッシュ・フロー △211,268 597,538
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(単位：千円)

  

    
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)   
投資活動によるキャッシュ・フロー     

  投資有価証券の取得による支出 △3,188 －
  投資有価証券の売却による収入 488,698 3,276

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入 
33,312 －

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る収入 
408,924 12,217

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る支出 
－ △106,953

  有形固定資産の取得による支出 △983,678 △427,658
  有形固定資産の売却による収入 34,204 117,973
  定期預金の増減額（△は増加） 328,013 △106,180
  差入保証金の差入による支出 △9,600 －
  差入保証金の回収による収入 10,000 －
  出資金の払込による支出 － △1,200
  出資金の回収による収入 － 20,120
  貸付けによる支出 △199,000 △1,300
  貸付金の回収による収入 137,244 1,543
  その他 △710 △8,630

  投資活動によるキャッシュ・フロー 244,220 △496,792

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） 115,737 304,000
  長期借入れによる収入 1,730,000 300,000
  長期借入金の返済による支出 △1,936,379 △654,518
  投資事業組合の解散による少数株主への払戻 △62,552 －
  長期未払金の返済による支出 △36,544 －
  リース債務の返済による支出 － △101,996
  少数株主からの払込みによる収入 10,000 －

  財務活動によるキャッシュ・フロー △179,738 △152,514

現金及び現金同等物に係る換算差額 61,619 11,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,167 △40,582

現金及び現金同等物の期首残高 1,437,131 1,351,963

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,351,963 ※1 1,311,381
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（訂正後） 

(単位：千円)

  

    
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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（△） △1,132,845 △2,373,214

減価償却費 425,681 527,148

減損損失 64,704 －

のれん償却額 361,454 257,234

特別退職金 98,807 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45,016 101,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） △179,779 1,359,458

賞与引当金の増減額（△は減少） 31 12,417

受取利息及び受取配当金 △14,209 △4,133

支払利息 190,479 142,999

持分法による投資損益（△は益） △10,986 －

固定資産売却益 △11,555 △123,739

固定資産除却損 3,692 1,769

関係会社株式売却損 71,361 854,158

投資有価証券評価損益（△は益） 352,351 －

売上債権の増減額（△は増加） △388,191 225,322

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,393 △2,350

商品有価証券の増減額（△は増加） 187,512 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △114,955 1,361

その他の流動資産の増減額（△は増加） 191,470 △237,597

仕入債務の増減額（△は減少） 308,397 △238,000

その他の流動負債の増減額（△は減少） △76,291 435,522

その他 △141,274 4,557

小計 219,479 944,012

利息及び配当金の受取額 14,007 2,202

利息の支払額 △178,794 △136,520

特別退職金の支払額 △98,807 －

法人税等の支払額 △167,153 △212,156

営業活動によるキャッシュ・フロー △211,268 597,538
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(単位：千円)

  

    
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)   
投資活動によるキャッシュ・フロー     

  投資有価証券の取得による支出 △3,188 －
  投資有価証券の売却による収入 488,698 3,276

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入 
33,312 －

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る収入 
408,924 12,217

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る支出 
－ △106,953

  有形固定資産の取得による支出 △983,678 △427,658
  有形固定資産の売却による収入 34,204 117,973
  定期預金の増減額（△は増加） 328,013 △106,180
  差入保証金の差入による支出 △9,600 －
  差入保証金の回収による収入 10,000 －
  出資金の払込による支出 － △1,200
  出資金の回収による収入 － 20,120
  貸付けによる支出 △199,000 △1,300
  貸付金の回収による収入 137,244 1,543
  その他 △710 △8,630

  投資活動によるキャッシュ・フロー 244,220 △496,792

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） 115,737 304,000
  長期借入れによる収入 1,730,000 300,000
  長期借入金の返済による支出 △1,936,379 △654,518
  投資事業組合の解散による少数株主への払戻 △62,552 －
  長期未払金の返済による支出 △36,544 －
  リース債務の返済による支出 － △101,996
  少数株主からの払込みによる収入 10,000 －

  財務活動によるキャッシュ・フロー △179,738 △152,514

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,222 11,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,167 △40,582

現金及び現金同等物の期首残高 1,437,131 1,351,963

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,351,963 ※1 1,311,381
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注記事項 

（１株当たり情報） 

 

（訂正前）  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 48.86円

１株当たり当期純損失金額 13.47円
  

１株当たり純資産額 24.46円

１株当たり当期純損失金額 26.62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)金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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△）（百万円） △1,277 △2,524 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（純損失△）

（百万円） 
△1,277 △2,524 

期中平均株式数（千株） 94,847 94,847 

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 

平成16年６月15日株主総会決議、平

成16年6月15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4個） 

  

―  

  平成17年6月29日株主総会決議、平

成17年7月28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14個） 

平成17年6月29日株主総会決議、平

成17年7月28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6個） 

  ジェイ・ブリッジ株式会社第８回新

株予約権 

（新株予約権の数70,000個) 

ジェイ・ブリッジ株式会社第８回新

株予約権 

（新株予約権の数70,000個) 
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（訂正後）  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 48.86円

１株当たり当期純損失金額 12.81円
  

１株当たり純資産額 24.46円

１株当たり当期純損失金額 26.62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)金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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△）（百万円） △1,214 △2,524 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（純損失△）

（百万円） 
△1,214 △2,524 

期中平均株式数（千株） 94,847 94,847 

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 

平成16年６月15日株主総会決議、平

成16年6月15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4個） 

  

―  

  平成17年6月29日株主総会決議、平

成17年7月28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14個） 

平成17年6月29日株主総会決議、平

成17年7月28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6個） 

  ジェイ・ブリッジ株式会社第８回新

株予約権 

（新株予約権の数70,000個) 

ジェイ・ブリッジ株式会社第８回新

株予約権 

（新株予約権の数70,000個) 

  

以 上 


