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平成 25 年５月 27 日 

各   位 

会 社 名 アイ・ティー・シーネットワーク株式会社 

代表者名 代表取締役社長  井上 裕雄 

（コード番号 9422  東証第１部） 

問合せ先 経営企画部長  神野 憲昭 

（TEL． 03－ 5739 － 3702 ） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 
「平成 25 年 3 月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 25 年４月 30 日に発表いたしました「平成 25年３月期決算短信」の記載内容について、一部訂

正すべき事項が認められたため、下記のとおりお知らせいたします。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。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ示し、訂正箇所には下線を付して表示

しております。 

 

記 
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1. 経営成績・財政状態に関する分析 

(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】 

―前略― 

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べて 85 億 85 百万円増加し、282 億 62 百万円となりました。こ

れはパナソニック テレコム株式会社との合併による資本準備金の増加 65 億 98 百万円、当期純利益

の計上 30億 92 百万円、配当金の支払 11 億 85 百万円等によります。 

 

【訂正後】 

―前略― 

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べて 85 億 85 百万円増加し、282 億 62 百万円となりました。こ

れはパナソニック テレコム株式会社との合併によるその他資本剰余金の増加 65 億 98 百万円、当期

純利益の計上 30 億 92 百万円、配当金の支払 11億 85 百万円等によります。 
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４．財務諸表 

(1)貸借対照表 

【訂正前】 

―前略― 

                                       (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 25 年３月 31 日) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,778 2,778

  資本剰余金 

   資本準備金 3,180 9,779

   資本剰余金合計 3,180 9,779

  利益剰余金 

   利益準備金 5 5

   その他利益剰余金 

    別途積立金 2,469 2,469

    繰越利益剰余金 11,085 12,992

   利益剰余金合計 13,560 15,467

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 19,520 28,025

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 157 236

  評価・換算差額等合計 157 236

 純資産合計 19,677 28,262

負債純資産合計 48,944 87,297

 

【訂正後】 

―前略― 

                                       (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 25 年３月 31 日) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,778 2,778

  資本剰余金 

   資本準備金 3,180 3,180

   その他資本剰余金 － 6,598

   資本剰余金合計 3,180 9,779

  利益剰余金 

   利益準備金 5 5

   その他利益剰余金 

    別途積立金 2,469 2,469

    繰越利益剰余金 11,085 12,992

   利益剰余金合計 13,560 15,467

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 19,520 28,025

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 157 236

  評価・換算差額等合計 157 236

 純資産合計 19,677 28,262

負債純資産合計 48,944 87,297
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(3)株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

                                  (単位：百万円) 

  

前事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

株主資本 

 資本金 

  当期首残高 2,778 2,778

  当期末残高 2,778 2,778

 資本剰余金 

  資本準備金 

   当期首残高 3,180 3,180

   当期変動額 

    合併による増加 ― 6,598

    当期変動額合計 ― 6,598

   当期末残高 3,180 9,779

  資本剰余金合計 

   当期首残高 3,180 3,180

   当期変動額 

    合併による増加 ― 6,598

    当期変動額合計 ― 6,598

   当期末残高 3,180 9,779

 利益剰余金 

  利益準備金 

   当期首残高 5 5

   当期末残高 5 5

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    当期首残高 2,469 2,469

    当期末残高 2,469 2,469

   繰越利益剰余金 

    当期首残高 10,001 11,085

    当期変動額 

     剰余金の配当 △1,185 △1,185

     当期純利益 2,269 3,092

     当期変動額合計 1,084 1,906

    当期末残高 11,085 12,992

  利益剰余金合計 

   当期首残高 12,476 13,560

   当期変動額 

    剰余金の配当 △1,185 △1,185

    当期純利益 2,269 3,092

    当期変動額合計 1,084 1,906

   当期末残高 13,560 15,467

 

―後略― 
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【訂正後】 

(単位：百万円) 

  

前事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

株主資本 

 資本金 

  当期首残高 2,778 2,778

  当期末残高 2,778 2,778

 資本剰余金 

  資本準備金 

   当期首残高 3,180 3,180

   当期末残高 3,180 3,180

  その他資本剰余金 
   当期首残高 － －

   当期変動額 
    合併による増加 － 6,598

    当期変動額合計 － 6,598

当期末残高 － 6,598

  資本剰余金合計 

   当期首残高 3,180 3,180

   当期変動額 

    合併による増加 ― 6,598

    当期変動額合計 ― 6,598

   当期末残高 3,180 9,779

 利益剰余金 

  利益準備金 

   当期首残高 5 5

   当期末残高 5 5

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    当期首残高 2,469 2,469

    当期末残高 2,469 2,469

   繰越利益剰余金 

    当期首残高 10,001 11,085

    当期変動額 

     剰余金の配当 △1,185 △1,185

     当期純利益 2,269 3,092

     当期変動額合計 1,084 1,906

    当期末残高 11,085 12,992

  利益剰余金合計 

   当期首残高 12,476 13,560

   当期変動額 

    剰余金の配当 △1,185 △1,185

    当期純利益 2,269 3,092

    当期変動額合計 1,084 1,906

   当期末残高 13,560 15,467

 

―後略― 

 

 

 

以  上 


