
 
平成 24 年 4月 12 日 

 
各 位 

 

会 社 名 株 式 会 社 ジ ー エ ヌ ア イ グ ル ー プ

代 表 者 名 取締役代表執行役社長兼 CEO イ ン ・ ル オ

（コード番号:2160 東証マザーズ）

問 合 せ 先 経 営 管 理 部 田 中  忍

（TEL. 03-5326-3097） 

 

（訂正・数値データ訂正）｢平成 23 年 12 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 
当社は、平成 24 年２月 14 日 17 時 10 分に発表した表記開示資料について訂正がありましたので、お知らせいたします。

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も送信します。なお、訂正箇所は＿を付して表示して

おります。 

 

１. 訂正の理由 

平成23年９月に連結子会社化した北京コンチネント薬業有限公司社の決算おいて、同社は、これまで中国の会計基準に

より売上を計上してきており、当社では、この数字を以て昨年10月から12月末まで計上し、平成23年12月期決算短信を  

開示いたしました。 

しかしながら、日本の会計基準に準拠する決算処理において、売上計上から除外すべき取引金額が見付かったため、  

修正するものであります。 

この修正を行った結果、時間的ずれにより決算短信と有価証券報告書の間に金額的差異が発生してしまいましたこと 

誠に申し訳なく、謹んでお詫び申し上げます。 

 

２．訂正の内容 

サマリー情報 

1. 平成 23 年 12 月期の連結業績（平成 23 年１月１日～平成 23 年 12 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 ％

 23 年 12 月期 121 △55.4 △426 ─ △432 ─ △404 ─ 

 22 年 12 月期 272 ─ △269 ─ △263 ─ △258 ─ 
 (注) 包括利益 23 年 12 月期   △425 百万円 （―％） 22 年 12 月期  △258 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 ％ ％ ％

23 年 12 月期 △4 59 ─ ─ △50.4 △33.8 △350.5 

22 年 12 月期 △2 88 ─ ─ △31.6 △28.0 △98.6  
(参考) 持分法投資損益 23 年 12 月期 ─ 百万円 22 年 12 月期 ─ 百万円
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(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

 23 年 12 月期 1,596 1,193 53.5 8 96 

 22 年 12 月期 961 915 82.5 8 83  
(参考) 自己資本 23 年 12 月期 851 百万円 22 年 12 月期 793 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

 23 年 12 月期 △124 △145 492 780 

 22 年 12 月期 △130 37 226 554 
  

【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 ％

 23 年 12 月期 90 △66.9 △457 ─ △463 ─ △435 ─ 

 22 年 12 月期 272 ─ △269 ─ △263 ─ △258 ─ 
 (注) 包括利益 23 年 12 月期   △457 百万円 （―％） 22 年 12 月期  △238 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 ％ ％ ％

23 年 12 月期 △4 82 ─ ─ △53.7 △36.7 △506.2 

22 年 12 月期 △2 88 ─ ─ △31.6 △28.0 △98.6  
(参考) 持分法投資損益 23 年 12 月期 ─ 百万円 22 年 12 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

 23 年 12 月期 1,565 1,162 52.4 8 63 

 22 年 12 月期 961 915 82.5 8 83  
(参考) 自己資本 23 年 12 月期 858 百万円 22 年 12 月期 793 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

 23 年 12 月期 △163 △106 498 780 

 22 年 12 月期 △130 37 226 554 

 

【訂正前】 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 
 

（省略） 

上記の結果、当連結会計年度の売上高は 121,554 千円、営業損失は 426,071 千円、経常損失は 432,655 千円となり

ました。当期純損失は、特別利益として前期損益修正益を 5,181 千円、特別損失として前期損益修正損を 1,200 千円

などを計上した結果、404,228 千円となりました。                                   

（２）財政状態に関する分析 

当社グループは、開発中の創薬候補物が上市に至るまで、多額の開発費が必要となります。現在医薬品開発をコ
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スト優位性のある中国で行っておりますが、開発を進めるためには借入若しくは増資等による資金調達が必要にな

ります。 

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 635,103 千円増加し 1,596,922 千円となりました。

負債は、前連結会計年度末に比べ 357,846 千円増加し 403,769 千円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比

べ 277,256 千円増加し、1,193,153 千円となりました。総資産及び純資産の増加は、主に当連結会計年度において

459,014 千円の第三者割当増資を実施したことに伴う増加、404,228 千円の当期純損失を計上したことに伴う減少の

純額による増加となります。 

 キャッシュ・フローにつきましては、営業活動により減少した資金は 124,122 千円となりました。主要な減少項目

は税金等調整前当期純損失 427,934 千円であり、主要な増加項目は減価償却費 24,405 千円、のれん償却額 78,080 千

円、売掛債権の減少 99,017 千円および株式報酬費用 49,926 千円によるものであります。  

投資活動による資金の減少は 145,178 千円となりました。これは主に、26,489 千円の有形固定資産の取得支出や、

69,584 千円の無形固定資産の取得支出によるものであります。 

財務活動による資金の増加は、492,818 千円となりました。これは主に第三者割当増資による株式の発行収入

449,102 千円を計上したことによります。 

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金等価物の残高は前連結会計年度末に比べ 225,724 千円増加し

780,618 千円となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期

自己資本比率 92.2 90.6 91.3 82.5 53.34
 

（省略） 

 

（４）事業等のリスク 

２）設立以来の業績について  

当社並びに当社グループの過去の業績は、以下のとおりであります。 

①連結経営指標 

区 分 
第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日 (自平成21年４月１日 (自平成22年1月１日 (自平成23年1月１日 

  至平成20年３月31日)   至平成21年３月31日)   至平成21年12月31日)   至平成22年12月31日) 至平成23年12月31日)

売上高(千円)  273,588 204,346 81,837 272,876 121,554

経常損失（千円）  1,279,451 972,665 439,033 263,128 432,655

当期純損失（千円） 1,279,454 1,366,385 471,760 258,088 404,228

１株当たり 

当期純損失金額 
19円18銭 18円76銭 ６円34銭 ２円88銭 ４円59銭

総資産額（千円） 2,587,880 1,238,333 920,377 961,819 1,596,922

純資産額（千円） 2,384,919 1,123,476 880,106 915,896 1,193,153

１株当たり純資産額 33円65銭 15円15銭 10円36銭 ８円83銭 ８円96銭

（省略） 

 

【訂正後】 

 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 
 

（省略） 
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上記の結果、当連結会計年度の売上高は 90,332 千円、営業損失は 457,293 千円、経常損失は 463,877 千円となり

ました。当期純損失は、特別利益として前期損益修正益を 5,181 千円、特別損失として前期損益修正損を 1,200 千円

などを計上した結果、435,450 千円となりました。                                    

（２）財政状態に関する分析 

当社グループは、開発中の創薬候補物が上市に至るまで、多額の開発費が必要となります。現在医薬品開発をコ

スト優位性のある中国で行っておりますが、開発を進めるためには借入若しくは増資等による資金調達が必要にな

ります。 

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 603,958 千円増加し 1,565,778 千円となりました。

負債は、前連結会計年度末に比べ 357,846 千円増加し 403,769 千円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比

べ 246,112 千円増加し、1,162,008 千円となりました。総資産及び純資産の増加は、主に当連結会計年度において

459,014 千円の第三者割当増資を実施したことに伴う増加、435,450 千円の当期純損失を計上したことに伴う減少の

純額による増加となります。 

 キャッシュ・フローにつきましては、営業活動により減少した資金は 163,989 千円となりました。主要な減少項目

は税金等調整前当期純損失 459,156 千円であり、主要な増加項目は減価償却費 15,668 千円、のれん償却額 82,260 千

円、売掛債権の減少 99,017 千円および株式報酬費用 49,926 千円によるものであります。  

投資活動による資金の減少は 106,475 千円となりました。これは主に、19,058 千円の有形固定資産の取得支出や、

38,313 千円の無形固定資産の取得支出によるものであります。 

財務活動による資金の増加は、498,085 千円となりました。これは主に第三者割当増資による株式の発行収入

439,753 千円を計上したことによります。 

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金等価物の残高は前連結会計年度末に比べ 225,724 千円増加し

780,618 千円となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期

自己資本比率 92.2 90.6 91.3 82.5 52.4
 

（省略） 

 

（４）事業等のリスク 

２）設立以来の業績について  

当社並びに当社グループの過去の業績は、以下のとおりであります。 

①連結経営指標 

区 分 
第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日 (自平成21年４月１日 (自平成22年1月１日 (自平成23年1月１日 

  至平成20年３月31日)   至平成21年３月31日)   至平成21年12月31日)   至平成22年12月31日) 至平成23年12月31日)

売上高(千円)  273,588 204,346 81,837 272,876 90,332

経常損失（千円）  1,279,451 972,665 439,033 263,128 463,877

当期純損失（千円） 1,279,454 1,366,385 471,760 258,088 435,450

１株当たり 

当期純損失金額 
19円18銭 18円76銭 ６円34銭 ２円88銭 ４円82銭

総資産額（千円） 2,587,880 1,238,333 920,377 961,819 1,565,778

純資産額（千円） 2,384,919 1,123,476 880,106 915,896 1,162,008

１株当たり純資産額 33円65銭 15円15銭 10円36銭 ８円83銭 ８円63銭

（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22年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

資産の部   
 （省略）   
 固定資産   
  無形固定資産   
   のれん 141,106 156,289
   ソフトウエア 627 1,132
   借地権 － 316,080
   特許権 － 51,087
   その他 9,179 0
   無形固定資産合計 150,913 524,589

  投資その他の資産   
   その他 1,398 15,401
   投資その他の資産合計 1,398 15,401

  固定資産合計 194,543 701,193

 資産合計 961,819 1,596,922

 （省略）   

純資産の部   

株主資本   
 資本金 3,079,924 3,309,431
 資本剰余金 3,039,924 3,269,431
 利益剰余金 △5,284,645 △5,688,873
 自己株式 △126 △126
 株主資本合計 835,076 889,863

その他の包括利益累計額   
 為替換算調整勘定 △42,059 △38,023
 その他の包括利益累計額合計 △42,059 △38,023

新株予約権 122,879 178,014

少数株主持分 － 163,298

純資産合計 915,896 1,193,153

負債純資産合計 961,819 1,596,922
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【訂正後】 
（単位：千円）

     
前連結会計年度 

(平成22年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

資産の部   
 （省略）   
 固定資産   
  無形固定資産   
   のれん 141,106 156,289
   ソフトウエア 627 1,132
   借地権 － 284,936
   特許権 － 51,087
   その他 9,179 0
   無形固定資産合計 150,913 493,444

  投資その他の資産   
   その他 1,398 15,401
   投資その他の資産合計 1,398 15,401

  固定資産合計 194,543 670,049

 資産合計 961,819 1,565,778

 （省略）   

純資産の部   

株主資本   
 資本金 3,079,924 3,309,431
 資本剰余金 3,039,924 3,269,431
 利益剰余金 △5,284,645 △5,720,096
 自己株式 △126 △126
 株主資本合計 835,076 858,641

その他の包括利益累計額   
 為替換算調整勘定 △42,059 △37,945
 その他の包括利益累計額合計 △42,059 △37,945

新株予約権 122,879 178,014

少数株主持分 － 163,298

純資産合計 915,896 1,162,008

負債純資産合計 961,819 1,565,778
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

【訂正前】 

 連結損益計算書 

（単位：千円）

  前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 272,876 121,554

売上原価 ※1 61,865 ※1 72,441

売上総利益 211,011 49,113

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 480,038 ※2, ※3 475,185

営業損失（△） △269,027 △426,071

 （省略） 

経常損失（△） △263,128 △432,655

 （省略） 

税金等調整前当期純損失（△） △256,878 △427,934

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,209

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △429,144

少数株主損失（△） － △24,916

当期純損失（△） △258,088 △404,228

    

 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

  当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △429,144

その他の包括利益  
 為替換算調整勘定 4,036
 その他の包括利益合計 4,036

包括利益 *2 △425,107

（内訳）  
 親会社株主に係る包括利益 *1 △401,346
 少数株主に係る包括利益 △23,761
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【訂正後】 

 連結損益計算書 

（単位：千円）

  
前連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 272,876 90,332

売上原価 ※1 61,865 ※1 72,441

売上総利益 211,011 17,891

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 480,038 ※2, ※3 475,185

営業損失（△） △269,027 △457,293

 （省略） 

経常損失（△） △263,128 △463,877

 （省略） 

税金等調整前当期純損失（△） △256,878 △459,156

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,209

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △460,366

少数株主損失（△） － △24,916

当期純損失（△） △258,088 △435,450

      
  連結包括利益計算書 

 

 

 

(単位：千円)

  当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △460,366

その他の包括利益  
 為替換算調整勘定 2,959
 その他の包括利益合計 *2  2,959

包括利益 *1 △457,406

（内訳） 
 親会社株主に係る包括利益 △431,336
 少数株主に係る包括利益 △26,070
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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 １月 １日 

 至 平成 22 年 12 月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 23 年 １月 １日 
 至 平成 23 年 12 月 31 日)

株主資本   
 (省略)   
 利益剰余金   
  前期末残高 △5,026,557 △5,284,645
  当期変動額   
   当期純損失（△） △258,088 △404,228

   当期変動額合計 △258,088 △404,228

  当期末残高 △5,284,645 △5,688,873

 (省略)   
 株主資本合計   
  前期末残高 863,490 835,076
  当期変動額   
   新株の発行 229,719 459,014
   当期純損失（△） △258,088 △404,228
   自己株式の取得 △44 －

   当期変動額合計 △28,413 54,786

  当期末残高 835,076 889,863

その他の包括利益累計額   
 為替換算調整勘定   
  前期末残高 △22,828 △42,059
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,231 4,036

   当期変動額合計 △19,231 4,036

  当期末残高 △42,059 △38,023

 (省略)   

純資産合計   
 前期末残高 880,106 915,896
 当期変動額   
  新株の発行 229,719 459,014
  当期純損失（△） △258,088 △404,228
   自己株式の取得 △44 －
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 64,203 222,469

  当期変動額合計 35,789 277,256

 当期末残高 915,896 1,193,153
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【訂正後】 
（単位：千円）

    前連結会計年度 
(自 平成 22 年 １月 １日

 至 平成 22 年 12 月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 23 年 １月 １日 
 至 平成 23 年 12 月 31 日)

株主資本   
 (省略)   
 利益剰余金   
  前期末残高 △5,026,557 △5,284,645
  当期変動額   
   当期純損失（△） △258,088 △435,450

   当期変動額合計 △258,088 △435,450

  当期末残高 △5,284,645 △5,720,096

 (省略)   
 株主資本合計   
  前期末残高 863,490 835,076
  当期変動額   
   新株の発行 229,719 459,014
   当期純損失（△） △258,088 △435,450
   自己株式の取得 △44 －

   当期変動額合計 △28,413 23,564

  当期末残高 835,076 858,641

その他の包括利益累計額   
 為替換算調整勘定   
  前期末残高 △22,828 △42,059
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,231 4,114

   当期変動額合計 △19,231 4,114

  当期末残高 △42,059 △37,945

 (省略)   

純資産合計   
 前期末残高 880,106 915,896
 当期変動額   
  新株の発行 229,719 459,014
  当期純損失（△） △258,088 △435,450
   自己株式の取得 △44 －
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 64,203 222,547

  当期変動額合計 35,789 246,112

 当期末残高 915,896 1,162,008
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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22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12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（△） △256,878 △427,934
 減価償却費 21,005 24,405
 のれん償却額 99,998 78,080
 （省略） 
 その他 △2,574 1,862
 小計 △130,855 △122,626

 利息の受取額 690 467
 利息の支払額 － △1,728
 法人税等の還付額 15 －
 法人税等の支払額 △395 △234
 営業活動によるキャッシュ・フロー △130,543 △124,122

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 定期預金の払戻による収入 38,911 －
 有形固定資産の取得による支出 △1,498 △26,489
 無形固定資産の取得による支出 － △69,584
 長期前払費用の取得による支出 － △11,583
 差入保証金の差入による支出 △300 －
 子会社株式の取得による支出 － △37,519
 投資活動によるキャッシュ・フロー 37,113 △145,178 
財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の返済による支出 － △72,984
 長期借入れによる収入 － 16,654
 株式の発行による収入 226,304 449,102
 自己株式の取得による支出 △44 －
 新株予約権の発行による収入 － 45
 少数株主からの払込みによる収入 － 100,000
 財務活動によるキャッシュ・フロー 226,260 492,818

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,117 2,205

（省略） 
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【訂正後】 
（単位：千円）

  前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12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（△） △256,878 △459,156
 減価償却費 21,005 15,668
 のれん償却額 99,998 82,260
 （省略） 
 その他 △2,574 △2,225
 小計 △130,855 △162,494

 利息の受取額 690 467
 利息の支払額 － △1,728
 法人税等の還付額 15 －
 法人税等の支払額 △395 △234
 営業活動によるキャッシュ・フロー △130,543 △163,989

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 定期預金の払戻による収入 38,911 －
 有形固定資産の取得による支出 △1,498 △19,058
 無形固定資産の取得による支出 － △38,313
 長期前払費用の取得による支出 － △11,583
 差入保証金の差入による支出 △300 －
 子会社株式の取得による支出 － △37,519
 投資活動によるキャッシュ・フロー 37,113 △106,475 
財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の返済による支出 － △72,984
 長期借入れによる収入 － 16,654

 株式の発行による収入 226,304 439,753
 自己株式の取得による支出 △44 －
 新株予約権の発行による収入 － 14,661
 少数株主からの払込みによる収入 － 100,000
 財務活動によるキャッシュ・フロー 226,260 498,085

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,117 △1,896

（省略） 
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（６）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 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 258,088千円

少数株主に係る包括利益 ― 千円

計 258,088千円

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

為替換算調整勘定 △19,231 千円

計 △19,231 千円

(省略) 

 

【訂正後】 

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 △238,857千円

少数株主に係る包括利益 ― 千円

計 △238,857千円

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

為替換算調整勘定 19,231 千円

計 19,231 千円

(省略) 

 

【セグメント情報】 

【訂正前】 

 

【セグメント情報】 

（省略） 

３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当連結会計年度（自平成 23 年１月１日 至平成 23 年 12 月 31 日 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 調整額 

(注）１ 

連結財務諸表
計上額 
(注）２ 日本 日本 合計 

売上高  

(1) 外部顧客への売上高 18,707 102,847 121,554 ― 121,554
(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
6,723 15,815 22,538 (22,538) ―

計 25,430 118,662 144,093 (22,538) 121,554

セグメント損失(△） △180,724 △227,851 △425,510 (561) △426,071

セグメント資産 2,859,478 866,133 3,725,612 (2,128,690) 1,596,922

セグメント負債 25,300 389,555 414,855 (11,086) 403,769

その他の項目  

減価償却費 2,400 4,425 6,825 ― 6,825

のれん償却費 ― 82,260 82,260 ― 82,260

受取利息 94 373 468 ― 468

支払利息 ― 1,728 1,728 ― 1,728
有形固定資産及び無形
固定資産の増額額 

37,753 58,321 96,074 ― 96,074

（省略）  

【関連情報】 

当連結会計年度（自 平成 23 年１月１日 至 平成 23 年 12 月 31 日） 
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２． 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

（単位：千円） 

日本 中国 東南アジア 米国 欧州 合計 

18,707 83,132 2,082 5,799 11,833 121,554 

（省略） 
 

 

【訂正後】 

 

【セグメント情報】 

（省略） 

３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当連結会計年度（自 平成 23 年１月１日 至 平成 23 年 12 月 31 日） 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 調整額 

(注）１ 

連結財務諸表
計上額 
(注）２ 日本 中国 合計 

売上高  
(1) 外部顧客への売上高 18,707 71,625 90,332 ― 90,332
(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
6,723 15,815 22,538 （22,538） ―

計 25,430 87,440 112,871 （22,538） 90,332

セグメント損失(△） △180,724 △195,375 △376,099 （81,193） △457,293

セグメント資産 2,859,478 833,216 3,692,695 （2,126,916） 1,565,778

セグメント負債 25,300 389,555 414,855 (11,086) 403,769

その他の項目  

減価償却費 2,400 4,425 6,825 ― 6,825

のれん償却額 ― ― ― 82,260 82,260

受取利息 94 373 468 ― 468

支払利息 ― 1,728 1,728 ― 1,728
有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

38,313 511,688 550,001 95,814 645,816

（省略） 

【関連情報】 

当連結会計年度（自 平成 23 年１月１日 至 平成 23 年 12 月 31 日） 

２． 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

（単位：千円） 

日本 中国 東南アジア 米国 欧州 合計 

18,707 51,910 2,082 5,799 11,833 90,332 
（省略） 
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（１株当たり情報） 
【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成 22 年 １月１日 

至 平成 22 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 23 年 １月１日 
至 平成 23 年 12 月 31 日） 

  

１株当たり純資産額 ８円 83 銭 
 

１株当たり純資産額 ８円 96 銭 

１株当たり当期純損失金額 ２円 88 銭 
 

１株当たり当期純損失金額 ４円 59 銭 

 なお、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

失であるため記載しておりません。 

 なお、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

失であるため記載しておりません。 

（注） １株当たり当期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 22 年 １月 １日 
至 平成 22 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 23 年 １月１日 

至 平成 23 年 12 月 31 日） 

当期純損失（千円） 258,088 404,228 

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ― 

普通株式に係る当期純損失（千円） 258,088 404,228 

(省略) 
 

【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成 22 年 １月 １日 

至 平成 22 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 23 年 １月１日 

至 平成 23 年 12 月 31 日） 
  

１株当たり純資産額 ８円 83 銭 
 

１株当たり純資産額 ８円 63 銭 

１株当たり当期純損失金額 ２円 88 銭 
 

１株当たり当期純損失金額 ４円 82 銭 

 なお、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

失であるため記載しておりません。 

 なお、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

失であるため記載しておりません。 

（注） １株当たり当期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 22 年１月１日 
至 平成 22 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 23 年 １月１日 

至 平成 23 年 12 月 31 日） 

当期純損失（千円） 258,088 435,450 

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ― 

普通株式に係る当期純損失（千円） 258,088 435,450 

(省略)  

以上 
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