
 

 
平成 25 年８月１日 

各      位 
東 京 都 品 川 区 東 品 川 四 丁 目 12 番 ８ 号 
株 式 会 社 Ｓ Ｊ Ｉ 
代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長  李  堅 

（ＪＡＳＤＡＱ：２３１５） 
問 合 せ 先 ： 
経 営 管 理 本 部 長  山 本  豊 

℡ 0 3 - 5 7 6 9 - 8 2 0 0（代表） 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 25 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

平成 25 年５月 20 日付にて発表いたしました「平成 25 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につき

まして、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

値データも送信いたします。 

１．訂正の理由 

 本日付「特別損失及び営業外費用の計上に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、一部

の海外連結子会社の平成 25 年 3 月期決算において修正が行われたことに伴い、持分法による投資損失、

貸倒引当金繰入額（営業外費用）、貸倒引当金繰入額（特別損失）及びこれに関連する箇所、並びにそ

の他訂正すべき箇所の訂正を行いました。 

 

２．訂正箇所 

  訂正箇所については、訂正前と訂正後を添付のうえ、下線  を付して示しております。 
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【訂正前】 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

【訂正後】 

 

 

 

 
  

 

 
  

（２）連結財政状態 

 

 
  

（訂正箇所１）

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25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 ％

25年３月期 29,405 41,2 2,097 84.2 2,205 20.3 △1,082 ―

24年３月期 20,832 17.0 1,138 64.4 1,833 123.1 795 ―

(注) 包括利益 25年３月期 1,062百万円(△55.0％) 24年３月期 2,363百万円(―％)

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 ％ ％ ％

25年３月期 △1,310 85 ― △8.1 5.6 7.1

24年３月期 1,038 22 1,038 22 6.5 6.6 5.5

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 △313百万円 24年３月期 799百万円

（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

25年３月期 47,548 22,865 27.5 15,840 07

24年３月期 31,761 18,854 42.9 16,484 66

(参考) 自己資本 25年３月期 13,081百万円 24年３月期 13,614百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 4,781 △6,222 7,525 16,952

24年３月期 3,083 120 2,347 9,182

（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 ％

25年３月期 29,405 41,2 2,097 84.2 1,830 △0.2 △2,519 ―

24年３月期 20,832 17.0 1,138 64.4 1,833 123.1 795 ―

(注) 包括利益 25年３月期 △599百万円(―％) 24年３月期 2,363百万円(―％)

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 ％ ％ ％

25年３月期 △3,050 39 ― △20.1 4.7 7.1

24年３月期 1,038 22 1,038 22 6.5 6.6 5.5

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 △385百万円 24年３月期 799百万円

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

25年３月期 45,887 21,203 25.0 13,874 89

24年３月期 31,761 18,854 42.9 16,484 66

(参考) 自己資本 25年３月期 11,458百万円 24年３月期 13,614百万円
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【訂正前】 

 
  

【訂正後】 

 
  

【訂正前】 

 

 
  

【訂正後】 

 

 
  

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 4,781 △8,249 7,525 14,925

24年３月期 3,083 120 2,347 9,182

（訂正箇所２）
２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年３月期 ― 0 00 ― 200 00 200 00 165 19.8 1.3

25年３月期 ― 0 00 ― 200 00 200 00 165 ― 1.2

26年３月期(予想) ― 0 00 ― 200 00 200 00 33.0

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年３月期 ― 0 00 ― 200 00 200 00 165 19.8 1.3

25年３月期 ― 0 00 ― 200 00 200 00 165 ― 1.3

26年３月期(予想) ― 0 00 ― 200 00 200 00 33.0

（訂正箇所３）
３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 32,000 8.8 2,500 19.2 2,300 4.3 500 ― 605 42

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 32,000 8.8 2,500 19.2 2,300 25.6 500 ― 605 42
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③当期の業績概況 

【訂正前】 

（省略） 

その結果、当連結会計年度における売上高は、29,405百万円（前連結会計年度比41.2％増）となり、

営業利益は2,097百万円（前連結会計年度比84.2％増）となりました。 

経常利益は、為替差益が財務費用を上まわったことにより、2,205百万円（前連結会計年度比20.3％

増）となりました。 

当期純利益は、貸倒引当金として997百万円を計上したこと等に伴い、△1,082百万円（前連結会計年

度 当期純利益795百万円）となりました。 

（省略） 

  

【訂正後】 

（省略） 

その結果、当連結会計年度における売上高は、29,405百万円（前連結会計年度比41.2％増）となり、

営業利益は2,097百万円（前連結会計年度比84.2％増）となりました。 

経常利益は、為替差益が財務費用を上まわったことにより、1,830百万円（前連結会計年度比0.2％

減）となりました。 

当期純利益は、貸倒引当金として2,096百万円を計上したこと等に伴い、△2,519百万円（前連結会計

年度 当期純利益795百万円）となりました。 

（省略） 

  

⑥次期の業績概況 

【訂正前】 

「④次期の経営環境」および「⑤次期の経営戦略」を基に、次期の連結業績を次の通り想定しており

ます。 

売上高    32,000百万円（当期比8.8%増） 

営業利益   2,500百万円（当期比19.2%増） 

経常利益   2,300百万円（当期比4.3%増） 

当期純利益  500百万円（当期 △1,082百万円） 

  

【訂正後】 

「④次期の経営環境」および「⑤次期の経営戦略」を基に、次期の連結業績を次の通り想定しており

ます。 

売上高    32,000百万円（当期比8.8%増） 

営業利益   2,500百万円（当期比19.2%増） 

経常利益   2,300百万円（当期比25.6%増） 

当期純利益  500百万円（当期 △2,519百万円） 

（訂正箇所４）

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

（訂正箇所５）
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【訂正前】 

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、40.3％増加し、30,101百万円となりました。これは主に前

渡金が2,168百万円減少したものの、現金及び預金が7,634百万円増加したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、69.2％増加し、17,447百万円となりました。これは主にの

れんが3,981百万円増加したことなどによります。  

 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べて49.7％増加し、47,548百万円となりました。  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、34.6％増加し、14,494百万円となりました。これは主に未

払法人税等が882百万円増加したこと、一年内返済予定の長期借入金が815百万円増加したことなどによ

ります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、375.8％増加し、10,189百万円となりました。これは主に

長期借入金が5,270百万円増加したこと、社債が2,500百万円増加したことなどによります。  

 この結果、負債は前連結会計年度末に比べて91.3％増加し、24,683百万円となりました。  

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、21.3％増加し、22,865百万円となりました。これは主に少数

株主持分が4,542百万円増加したことなどによります。  

  

②キャッシュ・フローの状況  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、4,781百万円となりました。主な増加要因

としては前渡金の減少による2,293百万円、貸倒引当金の計上による1,195百万円であり、主な減少要因

としては、売上債権の増加による682百万円があります。          

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少額は、△6,222百万円となりました。主な増加要

因としては、関係会社株式の売却による収入1,395百万円、主な減少要因としては、連結の範囲の変更

を伴う子会社株式の取得による支出2,960百万円、無形固定資産の取得による支出3,340百万円によるも

のであります。     

 （省略） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

（訂正箇所６）

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

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 平成25年3月期

自己資本比率 35.8％ 49.4％ 46.3％ 42.9％ 27.5％

時価ベースの自己資本比率 30.5％ 69.3％ 43.1％ 36.1％ 17.4％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

19.18年 7.88年 ―年 2.93年 3.53年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

2.9 6.7 ― 18.2 7.9
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【訂正後】 

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、33.2％増加し、28,578百万円となりました。これは主に前

渡金が2,168百万円減少したものの、現金及び預金が7,634百万円増加したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、67.8％増加し、17,308百万円となりました。これは主にの

れんが3,981百万円増加したことなどによります。  

 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べて44.5％増加し、45,887百万円となりました。  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、34.6％増加し、14,494百万円となりました。これは主に未

払法人税等が882百万円増加したこと、一年内返済予定の長期借入金が815百万円増加したことなどによ

ります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、375.8％増加し、10,189百万円となりました。これは主に

長期借入金が5,270百万円増加したこと、社債が2,500百万円増加したことなどによります。  

 この結果、負債は前連結会計年度末に比べて91.3％増加し、24,683百万円となりました。  

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、12.5％増加し、21,203百万円となりました。これは主に少数

株主持分が4,503百万円増加したことなどによります。  

②キャッシュ・フローの状況  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、4,781百万円となりました。主な増加要因

としては前渡金の減少による2,293百万円、貸倒引当金の計上による2,597百万円であり、主な減少要因

としては、売上債権の増加による682百万円があります。          

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少額は、△8,249百万円となりました。主な増加要

因としては、関係会社株式の売却による収入1,395百万円、主な減少要因としては、定期預金の預入に

よる支出2,026百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,960百万円及び、無形固

定資産の取得による支出3,340百万円によるものであります。     

 （省略） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

①資産、負債及び純資産の状況

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 平成25年3月期

自己資本比率 35.8％ 49.4％ 46.3％ 42.9％ 25.0％

時価ベースの自己資本比率 30.5％ 69.3％ 43.1％ 36.1％ 18.1％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

19.18年 7.88年 ―年 2.93年 3.53年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

2.9 6.7 ― 18.2 7.9
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【訂正前】 

 

（訂正箇所７）
４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,501,764 17,135,859

受取手形及び売掛金 3,982,245 5,855,071

商品及び製品 204,388 302,810

仕掛品 75,288 126,686

原材料及び貯蔵品 147,128 174,747

前渡金 3,029,441 860,788

繰延税金資産 182,986 124,935

短期貸付金 2,315,842 2,941,493

未収入金 1,829,059 2,586,203

その他 470,800 328,449

貸倒引当金 △290,551 △335,938

流動資産合計 21,448,395 30,101,106

固定資産

（省略）

投資その他の資産

投資有価証券 2,952,321 3,115,171

出資金 4,885 68,453

長期貸付金 708,232 1,540,248

繰延税金資産 28,628 30,423

投資不動産（純額） 1,923,062 2,170,718

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

その他 1,722,237 1,088,960

貸倒引当金 △345,200 △1,654,003

投資その他の資産合計 6,994,167 6,359,972

固定資産合計 10,312,642 17,447,666

資産合計 31,761,038 47,548,773

負債の部

（省略）

純資産の部

株主資本

資本金 3,552,101 3,552,101

資本剰余金 8,395,471 8,395,471

利益剰余金 1,987,413 795,019

自己株式 △88,942 △88,942

株主資本合計 13,846,044 12,653,650

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6,026 2,345

繰延ヘッジ損益 △2,299 △361

為替換算調整勘定 △223,533 426,205

その他の包括利益累計額合計 △231,859 428,189

少数株主持分 5,240,717 9,783,423

純資産合計 18,854,901 22,865,262

負債純資産合計 31,761,038 47,548,773
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【訂正後】 

 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,501,764 17,135,859

受取手形及び売掛金 3,982,245 5,855,071

商品及び製品 204,388 302,810

仕掛品 75,288 126,686

原材料及び貯蔵品 147,128 174,747

前渡金 3,029,441 860,788

繰延税金資産 182,986 124,935

短期貸付金 2,315,842 2,941,493

未収入金 1,829,059 2,586,203

その他 470,800 328,449

貸倒引当金 △290,551 △1,858,464

流動資産合計 21,448,395 28,578,580

固定資産

（省略）

投資その他の資産

投資有価証券 2,952,321 3,043,611

出資金 4,885 68,453

長期貸付金 708,232 1,540,248

繰延税金資産 28,628 30,423

投資不動産（純額） 1,923,062 2,170,718

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

その他 1,722,237 1,088,960

貸倒引当金 △345,200 △1,721,683

投資その他の資産合計 6,994,167 6,220,732

固定資産合計 10,312,642 17,308,426

資産合計 31,761,038 45,887,006

負債の部

（省略）

純資産の部

株主資本

資本金 3,552,101 3,552,101

資本剰余金 8,395,471 8,395,471

利益剰余金 1,987,413 △641,619

自己株式 △88,942 △88,942

株主資本合計 13,846,044 11,217,011

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6,026 2,345

繰延ヘッジ損益 △2,299 △361

為替換算調整勘定 △223,533 239,863

その他の包括利益累計額合計 △231,859 241,847

少数株主持分 5,240,717 9,744,637

純資産合計 18,854,901 21,203,496

負債純資産合計 31,761,038 45,887,006

－8－



【訂正前】 

 

（訂正箇所８）
（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

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

   （省略）

営業外費用

支払利息 169,080 606,081

為替差損 19,502 －

持分法による投資損失 － 313,842

支払手数料 64,729 410,342

減価償却費 40,231 42,935

貸倒引当金繰入額 － 188,474

その他 19,767 189,875

営業外費用合計 313,310 1,751,551

経常利益 1,833,902 2,205,758

   （省略）

特別損失

減損損失 608,196 －

固定資産除却損 3,552 59,234

投資有価証券売却損 6,418 4,876

投資有価証券評価損 11,461 10,681

関係会社株式売却損 － 805,878

関係会社出資金売却損 213,675 13,941

貸倒引当金繰入額 － 997,458

特別退職金 44,895 －

その他 1,404 －

特別損失合計 889,604 1,892,071

税金等調整前当期純利益 1,690,930 368,399

法人税、住民税及び事業税 228,334 593,941

法人税等還付税額 △12,221 －

法人税等調整額 17,941 174,270

法人税等合計 234,053 768,212

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

1,456,877 △399,812

少数株主利益 660,974 682,775

当期純利益又は当期純損失（△） 795,903 △1,082,587

－9－



  
【訂正後】 

 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

   （省略）

営業外費用

支払利息 169,080 606,081

為替差損 19,502 －

持分法による投資損失 － 385,947

支払手数料 64,729 410,342

減価償却費 40,231 42,935

貸倒引当金繰入額 － 491,614

その他 19,767 189,875

営業外費用合計 313,310 2,126,796

経常利益 1,833,902 1,830,512

   （省略）

特別損失

減損損失 608,196 －

固定資産除却損 3,552 59,234

投資有価証券売却損 6,418 4,876

投資有価証券評価損 11,461 10,681

関係会社株式売却損 － 805,878

関係会社出資金売却損 213,675 13,941

貸倒引当金繰入額 － 2,096,875

特別退職金 44,895 －

その他 1,404 －

特別損失合計 889,604 2,991,488

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,690,930 △1,106,262

法人税、住民税及び事業税 228,334 593,941

法人税等還付税額 △12,221 －

法人税等調整額 17,941 174,270

法人税等合計 234,053 768,212

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

1,456,877 △1,874,474

少数株主利益 660,974 644,751

当期純利益又は当期純損失（△） 795,903 △2,519,226

－10－



【訂正前】 

 
  

【訂正後】 

（訂正箇所９）
連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

1,456,877 △399,812

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,013 8,371

繰延ヘッジ損益 3,045 1,938

為替換算調整勘定 1,069,954 1,442,877

持分法適用会社に対する持分相当額 △157,304 9,074

その他の包括利益合計 906,681 1,462,261

包括利益 2,363,558 1,062,449

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,431,057 △422,538

少数株主に係る包括利益 932,500 1,484,987

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

1,456,877 △1,874,474

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,013 8,371

繰延ヘッジ損益 3,045 1,938

為替換算調整勘定 1,069,954 1,255,773

持分法適用会社に対する持分相当額 △157,304 9,074

その他の包括利益合計 906,681 1,275,157

包括利益 2,363,558 △599,317

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,431,057 △2,045,519

少数株主に係る包括利益 932,500 1,446,202

－11－
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（訂正箇所10）
（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

  （省略）

利益剰余金

当期首残高 1,334,884 1,987,413

当期変動額

剰余金の配当 △143,374 △165,174

当期純利益又は当期純損失（△） 795,903 △1,082,587

連結範囲の変動 － 55,367

当期変動額合計 652,529 △1,192,393

当期末残高 1,987,413 795,019

 （省略）

株主資本合計

当期首残高 11,768,297 13,846,044

当期変動額

新株の発行 1,417,000 －

新株予約権の付与 8,217 －

剰余金の配当 △143,374 △165,174

当期純利益又は当期純損失（△） 795,903 △1,082,587

連結範囲の変動 － 55,367

当期変動額合計 2,077,746 △1,192,393

当期末残高 13,846,044 12,653,650

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

（省略）

為替換算調整勘定

当期首残高 △864,656 △223,533

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

641,123 649,739

当期変動額合計 641,123 649,739

当期末残高 △223,533 426,205

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △867,014 △231,859

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

635,154 660,049

当期変動額合計 635,154 660,049

当期末残高 △231,859 428,189

少数株主持分

当期首残高 1,389,504 5,240,717

当期変動額

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

3,851,213 4,542,705

当期変動額合計 3,851,213 4,542,705

当期末残高 5,240,717 9,783,423

－12－
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

純資産合計

当期首残高 12,290,787 18,854,901

当期変動額

新株の発行 1,417,000 －

新株予約権の付与 8,217 －

剰余金の配当 △143,374 △165,174

当期純利益又は当期純損失（△） 795,903 △1,082,587

連結範囲の変動 － 55,367

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,486,368 5,202,754

当期変動額合計 6,564,114 4,010,361

当期末残高 18,854,901 22,865,262

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

  （省略）

利益剰余金

当期首残高 1,334,884 1,987,413

当期変動額

剰余金の配当 △143,374 △165,174

当期純利益又は当期純損失（△） 795,903 △2,519,226

連結範囲の変動 － 55,367

当期変動額合計 652,529 △2,629,033

当期末残高 1,987,413 △641,619

 （省略）

株主資本合計

当期首残高 11,768,297 13,846,044

当期変動額

新株の発行 1,417,000 －

新株予約権の付与 8,217 －

剰余金の配当 △143,374 △165,174

当期純利益又は当期純損失（△） 795,903 △2,519,226

連結範囲の変動 － 55,367

当期変動額合計 2,077,746 △2,629,033

当期末残高 13,846,044 11,217,011

－13－



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

（省略）

為替換算調整勘定

当期首残高 △864,656 △223,533

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

641,123 463,397

当期変動額合計 641,123 463,397

当期末残高 △223,533 239,863

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △867,014 △231,859

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

635,154 473,707

当期変動額合計 635,154 473,707

当期末残高 △231,859 241,847

少数株主持分

当期首残高 1,389,504 5,240,717

当期変動額

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

3,851,213 4,503,920

当期変動額合計 3,851,213 4,503,920

当期末残高 5,240,717 9,744,637

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

純資産合計

当期首残高 12,290,787 18,854,901

当期変動額

新株の発行 1,417,000 －

新株予約権の付与 8,217 －

剰余金の配当 △143,374 △165,174

当期純利益又は当期純損失（△） 795,903 △2,519,226

連結範囲の変動 － 55,367

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,486,368 4,977,627

当期変動額合計 6,564,114 2,348,594

当期末残高 18,854,901 21,203,496

－14－



【訂正前】 

 
  

（訂正箇所11）
（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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 1,690,930 368,399

減価償却費 188,660 257,726

減損損失 608,196 －

のれん償却額 199,381 455,335

貸倒引当金の増減額（△は減少） 228,227 1,195,435

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,730 38,270

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,616 14,201

受取利息及び受取配当金 △62,238 △129,013

支払利息 169,080 606,081

為替差損益（△は益） △112,722 51,932

持分法による投資損益（△は益） △799,493 313,842

持分変動損益（△は益） － △48,584

固定資産売却損益（△は益） 406 △1,525

固定資産除却損 3,552 59,234

段階取得に係る差損益（△は益） △576,538 －

（省略）

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

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 △89,683 △128,032

有形固定資産の売却による収入 23,605 2,187

無形固定資産の取得による支出 △11,550 △3,340,664

投資有価証券の取得による支出 △224 △167,267

投資有価証券の売却による収入 60,406 40,258

関係会社株式の売却による収入 － 1,395,127

出資金の払込による支出 － △46,944

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却に
よる支出

△155,033 △10,973

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却に
よる収入

633,463 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △2,960,846

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

1,042,615 －

貸付けによる支出 △1,574,277 △4,645,470

貸付金の回収による収入 141,942 3,640,365

敷金及び保証金の差入による支出 △38,017 △22,853

敷金及び保証金の回収による収入 42,959 14,927

その他 44,495 7,741

投資活動によるキャッシュ・フロー 120,700 △6,222,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

制限付預金の引出による収入 89,848 194,386

制限付預金の預入による支出 △93,064 △33,124

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,795,454 1,464,693

長期借入れによる収入 500,000 7,039,540

長期借入金の返済による支出 △1,180,424 △960,000

株式の発行による収入 1,417,000 －

社債の発行による収入 － 600,000

－15－
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社債の償還による支出 － △600,000

配当金の支払額 △143,935 △165,613

少数株主への配当金の支払額 △36,920 △14,333

その他 － △398

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,347,959 7,525,150

現金及び現金同等物に係る換算差額 486,685 1,686,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,038,645 7,770,465

現金及び現金同等物の期首残高 3,143,367 9,182,012

現金及び現金同等物の期末残高 9,182,012 16,952,478

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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 1,690,930 △1,106,262

減価償却費 188,660 257,726

減損損失 608,196 －

のれん償却額 199,381 455,335

貸倒引当金の増減額（△は減少） 228,227 2,597,992

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,730 38,270

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,616 14,201

受取利息及び受取配当金 △62,238 △129,013

支払利息 169,080 606,081

為替差損益（△は益） △112,722 51,932

持分法による投資損益（△は益） △799,493 385,947

持分変動損益（△は益） － △48,584

固定資産売却損益（△は益） 406 △1,525

固定資産除却損 3,552 59,234

段階取得に係る差損益（△は益） △576,538 －

（省略）

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △2,026,874

有形固定資産の取得による支出 △89,683 △128,032

有形固定資産の売却による収入 23,605 2,187

無形固定資産の取得による支出 △11,550 △3,340,664

投資有価証券の取得による支出 △224 △167,267

投資有価証券の売却による収入 60,406 40,258

関係会社株式の売却による収入 － 1,395,127

出資金の払込による支出 － △46,944

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却に
よる支出

△155,033 △10,973

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却に
よる収入

633,463 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △2,960,846

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

1,042,615 －

貸付けによる支出 △1,574,277 △4,645,470

貸付金の回収による収入 141,942 3,640,365

敷金及び保証金の差入による支出 △38,017 △22,853

－16－



 
  

敷金及び保証金の回収による収入 42,959 14,927

その他 44,495 7,741

投資活動によるキャッシュ・フロー 120,700 △8,249,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

制限付預金の引出による収入 89,848 194,386

制限付預金の預入による支出 △93,064 △33,124

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,795,454 1,464,693

長期借入れによる収入 500,000 7,039,540

長期借入金の返済による支出 △1,180,424 △960,000

株式の発行による収入 1,417,000 －

社債の発行による収入 － 600,000

社債の償還による支出 － △600,000

配当金の支払額 △143,935 △165,613

少数株主への配当金の支払額 △36,920 △14,333

その他 － △398

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,347,959 7,525,150

現金及び現金同等物に係る換算差額 486,685 1,686,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,038,645 5,743,591

現金及び現金同等物の期首残高 3,143,367 9,182,012

現金及び現金同等物の期末残高 9,182,012 14,925,604
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（省略） 

４  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

【訂正前】 

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

 
  

【訂正後】 

（訂正箇所12）

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 10,517,984 18,887,518 29,405,502

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 383,470 383,470

計 10,517,984 19,270,988 29,788,973

セグメント利益 291,598 1,789,591 2,081,190

セグメント資産 17,437,930 43,791,372 61,229,302

その他の項目

  減価償却費 59,071 154,823 213,895

  のれんの償却額 2,000 453,335 455,335

  持分法適用会社への 
 投資額

― 2,878,792 2,878,792

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

58,481 3,440,050 3,498,531

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 10,517,984 18,887,518 29,405,502

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 383,470 383,470

計 10,517,984 19,270,988 29,788,973

セグメント利益 291,598 1,789,591 2,081,190

セグメント資産 17,437,930 42,129,605 59,567,536

その他の項目

  減価償却費 59,071 154,823 213,895

  のれんの償却額 2,000 453,335 455,335

  持分法適用会社への 
 投資額

― 2,807,232 2,807,232

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

58,481 3,440,050 3,498,531
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５  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 

【訂正前】 

（省略） 

 
  

 
  

【訂正後】 

（省略） 

 
  

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 36,970,177 61,229,302

セグメント間取引消去 △5,209,138 △13,680,529

連結財務諸表の資産合計 31,761,038 47,548,773

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 147,342 213,595 ― ― 147,342 213,595

のれんの償却額 199,381 455,335 ― ― 199,381 455,335

持分法適用会社への投
資額

2,858,388 2,878,792 ― ― 2,858,388 2,878,792

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

101,234 3,498,531 ― ― 101,234 3,498,531

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 36,970,177 59,567,536

セグメント間取引消去 △5,209,138 △13,680,529

連結財務諸表の資産合計 31,761,038 45,887,006

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 147,342 213,895 ― ― 147,342 213,895

のれんの償却額 199,381 455,335 ― ― 199,381 455,335

持分法適用会社への投
資額

2,858,388 2,807,232 ― ― 2,858,388 2,807,232

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

101,234 3,498,531 ― ― 101,234 3,498,531

－19－



【訂正前】 

１株当たり純資産額及び算定上の基礎、１株当たり当期純利益又は当期純損失金額及び算定上の基礎並

びに潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 
  

 
      (注)当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、  

    １株当たり当期純損失金額であるため、記載しておりません。 

  

（訂正箇所13）

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 16,484円66銭 15,840円07銭

 (算定上の基礎)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
（千円）

18,854,901 22,865,262

普通株式に係る純資産額(千円) 13,614,184 13,081,839

 差額の主な内訳(千円) 
    少数株主持分 5,240,717 9,783,423

普通株式の発行済株式数(株) 827,799 827,799

普通株式の自己株式数(株) 1,929 1,929

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)

825,870 825,870

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益又は当期純損失
金額（△）

1,038円22銭 △1,310円85銭

 (算定上の基礎)

当期純利益又は当期純損失金額（△）
(千円)

795,903 △1,082,587

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又は当期純
損失金額（△）(千円)

795,903 △1,082,587

普通株式の期中平均株式数(株) 766,604 825,870

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額

1,038円22銭 ―

 (算定上の基礎)

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― ―

希薄化効果を有していないため、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17年6月27日定時株主総会決

議ストック・オプション

潜在株式の数 7,412株

―
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【訂正後】 

１株当たり純資産額及び算定上の基礎、１株当たり当期純利益又は当期純損失金額及び算定上の基礎並

びに潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 
  

 
      (注)当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、  

    １株当たり当期純損失金額であるため、記載しておりません。 

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 16,484円66銭 13,874円89銭

 (算定上の基礎)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
（千円）

18,854,901 21,203,496

普通株式に係る純資産額(千円) 13,614,184 11,458,858

 差額の主な内訳(千円) 
    少数株主持分 5,240,717 9,744,637

普通株式の発行済株式数(株) 827,799 827,799

普通株式の自己株式数(株) 1,929 1,929

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)

825,870 825,870

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益又は当期純損失
金額（△）

1,038円22銭 △3,050円39銭

 (算定上の基礎)

当期純利益又は当期純損失金額（△）
(千円)

795,903 △2,519,226

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又は当期純
損失金額（△）(千円)

795,903 △2,519,226

普通株式の期中平均株式数(株) 766,604 825,870

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額

1,038円22銭 ―

 (算定上の基礎)

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― ―

希薄化効果を有していないため、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17年6月27日定時株主総会決

議ストック・オプション

潜在株式の数 7,412株

平成24年11月27日 取締役
会決議の取得条項付無担保
転換社債型新株予約権付社
債 普通株式 208,333株

－21－
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