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平成26年３月24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25年12月期 通期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 26 年２月 14 日に公表致しました「平成 25 年 12 月期 通期決算短信〔日本基準〕（連結）」につき

まして、下記の通り一部訂正すべき事項がありましたので、お知らせ致します。また、これに起因した関連数値デ

ータにも訂正がありましたので訂正後の数値データを送信します。 

記 

１. 訂正の理由 

「平成25年12月期通期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、平成26年３月28日に提出予定の有価証券報

告書を作成している過程において、法人税等の会計上の取り扱いで訂正すべき事項があることが判明したた

め、訂正するものです。平成25年12月期に行いましたGNI-EPS (HONG KONG) HOLDINGS LIMITEDの設立及び再編

について当社の会計監査人と慎重に再検討した結果、今般、平成26年３月31日が申告期限である平成25年12月

期の法人税の確定申告において、同再編に伴う一過性の法人税等の負担約45百万円を追加で計上しておりま

す。 

 

２. 訂正の内容 

訂正の主な概要は以下の通りとなります。詳細につきましては別紙にて記載し、訂正箇所には下線を付してお

ります。 

 

  平成25年12月期 連結損益計算書 平成25年12月期 個別損益計算書 

  売上高 経常利益 
法人税、住民

税及び事業税

当期純利

益 

1株当たり

当期純利益
売上高 経常利益

法人税、住民

税及び事業税 

当期純利

益 

1株当たり

当期純利益

単位 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （円） 

前回発表(A) 183 △781 1 △685 △6.71 32 △195 1 △197 △1.93

今回発表(B) 183 △781 46 △730 △7.16 32 △195 46 △242 △2.37

増減額(B-A) ― ― 45 △45 △0.45 ― ― 45 △45 △0.44
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＜別紙＞ 

（サマリー情報） 

＜修正前＞ 

１．平成25年12月期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年12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12月期 183 13.4 △785 ― △781 ― △685 ―

24年12月期 161 79.2 △464 ― △484 ― △482 ―

(注) 包括利益 25年12月期 △718百万円( ―％)  24年12月期 △505百万円( ―％)

  

 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12月期 △6.71 ― △39.0 △24.7 △427.6

24年12月期 △4.85 ― △61.2 △30.9 △286.9

(参考) 持分法投資損益 25年12月期 ―百万円  24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

25年12月期 4,751 4,017 58.2 25.57

24年12月期 1,570 1,030 47.9 7.54

(参考) 自己資本 25年12月期 2,766 百万円  24年12月期 752百万円 

  

 ＜修正後＞ 

１．平成25年12月期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年12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12月期 183 13.4 △785 ― △781 ― △730 ―

24年12月期 161 79.2 △464 ― △484 ― △482 ―

(注) 包括利益 25年12月期 △763百万円( ―％)  24年12月期 △505百万円( ―％)

  

 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12月期 △7.16 ― △42.1 △24.7 △427.6

24年12月期 △4.85 ― △61.2 △30.9 △286.9

(参考) 持分法投資損益 25年12月期 ―百万円  24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

25年12月期 4,751 3,972 57.3 25.15

24年12月期 1,570 1,030 47.9 7.54

(参考) 自己資本 25年12月期 2,721百万円  24年12月期 752百万円 

  

 (参考) 個別業績の概要 

＜修正前＞ 

（１）個別経営成績 (％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12月期 32 34.1 △194 ― △195 ― △197 ―

24年12月期 23 △6.0 △163 ― △166 ― △229 ―

  

 

（２）個別財政状態 

 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12月期 5,410 5,380 97.4 48.70

24年12月期 2,996 2,978 94.0 28.20

(参考) 自己資本 25年12月期 5,269百万円  24年12月期 2,817百万円 

 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 

 円 銭 円 銭

25年12月期 △1.93 ―

24年12月期 △2.30 ―
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＜修正後＞ 

（１）個別経営成績 (％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12月期 32 34.1 △194 ― △195 ― △242 ―

24年12月期 23 △6.0 △163 ― △166 ― △229 ―

  

 

（２）個別財政状態 

 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12月期 5,410 5,335 96.6 48.29

24年12月期 2,996 2,978 94.0 28.20

(参考) 自己資本 25年12月期 5,224百万円  24年12月期 2,817百万円 

 

（添付資料）１．経営成績・財政状態に関する分析 

＜修正前＞ 

（１）経営成績に関する分析 

（中略） 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は183,600千円（前年同期は161,943千円）、営業損失は785,148千円（前年同期は464,560

千円）、経常損失は781,515千円（前年同期は484,600千円）、当期純損失は685,776千円（前年同期は482,255千円）となりました。 

（中略） 

（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、開発を進める為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3,181,587千円増加し4,751,856千円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ194,355千円増

加し733,975千円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べ2,987,231千円増加し、4,017,880千円となりました。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2,649,429千円の新株予約権の行使に伴う増資、685,776千円の当期純損失を計上した

ことに伴う減少の結果となります。 

（中略） 

 

＜修正後＞ 

（１）経営成績に関する分析 

（中略） 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は183,600千円（前年同期は161,943千円）、営業損失は785,148千円（前年同期は464,560

千円）、経常損失は781,515千円（前年同期は484,600千円）、当期純損失は730,776千円（前年同期は482,255千円）となりました。 

（中略） 

（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、開発を進める為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3,181,587千円増加し4,751,856千円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ239,355千円増

加し778,975千円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べ2,942,231千円増加し、3,972,880千円となりました。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2,649,429千円の新株予約権の行使に伴う増資、730,776千円の当期純損失を計上した

ことに伴う減少の結果となります。 

（中略） 

 

  

 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 

 円 銭 円 銭

25年12月期 △2.37 ―

24年12月期 △2.30 ―
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

＜修正前＞ 

 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年12月期 平成25年12月期

自己資本比率（％） 91.3 82.5 52.4 47.9 58.2

（中略） 

＜修正後＞ 

 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年12月期 平成25年12月期

自己資本比率（％） 91.3 82.5 52.4 47.9 57.3

（中略） 
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４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表 

＜修正前＞ 

           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年12月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  （中略） 

  未払法人税等 24,351 36,151

  賞与引当金 10,849 12,185

  その他 1,831 9,268

  流動負債合計 261,016 263,384

  （中略） 

 負債合計 539,620 733,975

純資産の部 

 株主資本 

  （中略） 

  利益剰余金 △6,202,351 △6,888,127

  自己株式 △155 △155

  株主資本合計 766,877 2,730,530

   （中略） 

 純資産合計 1,030,649 4,017,880

負債純資産合計 1,570,269 4,751,856

 

＜修正後＞ 

           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年12月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  （中略） 

  未払法人税等 24,351 81,151

  賞与引当金 10,849 12,185

  その他 1,831 9,268

  流動負債合計 261,016 308,384

  （中略） 

 負債合計 539,620 778,975

純資産の部 

 株主資本 

  （中略） 

  利益剰余金 △6,202,351 △6,933,127

  自己株式 △155 △155

  株主資本合計 766,877 2,685,530

   （中略） 

 純資産合計 1,030,649 3,972,880

負債純資産合計 1,570,269 4,751,856
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（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 

＜修正前＞ 

           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

（中略） 

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

少数株主損益調整前当期純損失（△） △545,926 △787,071

少数株主損失（△） △63,670 △101,295

当期純損失（△） △482,255 △685,776

 

＜修正後＞ 

           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

（中略） 

法人税、住民税及び事業税 1,210 46,210

少数株主損益調整前当期純損失（△） △545,926 △832,071

少数株主損失（△） △63,670 △101,295

当期純損失（△） △482,255 △730,776

 

連結包括利益計算書 

＜修正前＞ 

           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △545,926 △787,071

その他の包括利益 

 為替換算調整勘定 40,519 68,922

 その他の包括利益合計 40,519 68,922

包括利益 △505,406 △718,149

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 △458,195 △635,865

 少数株主に係る包括利益 △47,211 △82,283

 

＜修正後＞ 

           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △545,926 △832,071

その他の包括利益 

 為替換算調整勘定 40,519 68,922

 その他の包括利益合計 40,519 68,922

包括利益 △505,406 △763,149

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 △458,195 △680,865

 少数株主に係る包括利益 △47,211 △82,283
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（３）連結株主資本等変動計算書 当連結会計年度(自 平成25年１月１日  至 平成25年12月31日) 

＜修正前＞   

  （単位：千円）

  

株主資本 

その他の

包括利益

累計額 新株予約権 
少数株主

持分 
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計 

為替換算

調整勘定

当期首残高 3,504,692 3,464,692 △6,202,351 △155 766,877 △13,884 161,569 116,086 1,030,649

当期変動額             

新株の発行（新株予 

約権の行使） 
1,324,714 1,324,714   2,649,429     2,649,429

当期純損失（△）     △685,776  △685,776     △685,776

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額) 
       49,910 △50,367 1,024,034 1,023,577

当期変動額合計 1,324,714 1,324,714 △685,776 - 1,963,653 49,910 △50,367 1,024,034 2,987,231

当期末残高 4,829,406 4,789,406 △6,888,127 △155 2,730,530 36,026 111,202 1,140,121 4,017,880

＜修正後＞   

（単位：千円）

  

株主資本 

その他の

包括利益

累計額 新株予約権 
少数株主

持分 
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計 

為替換算

調整勘定

当期首残高 3,504,692 3,464,692 △6,202,351 △155 766,877 △13,884 161,569 116,086 1,030,649

当期変動額             

新株の発行（新株予 

約権の行使） 
1,324,714 1,324,714   2,649,429     2,649,429

当期純損失（△）     △730,776  △730,776     △730,776

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額) 
       49,910 △50,367 1,024,034 1,023,577

当期変動額合計 1,324,714 1,324,714 △730,776 - 1,918,653 49,910 △50,367 1,024,034 2,942,231

当期末残高 4,829,406 4,789,406 △6,933,127 △155 2,685,530 36,026 111,202 1,140,121 3,972,880

 

(１株当たり情報) 

＜修正前＞ 

前連結会計年度 

（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年１月１日 

至 平成25年12月31日） 

１株当たり純資産額 ７円54銭 １株当たり純資産額 25円57銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △４円85銭 １株当たり当期純損失金額（△） △６円71銭 

(注) １．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。 

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年１月１日 

至 平成25年12月31日） 

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（△）（千円） △482,255 △685,776 

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） △482,255 △685,776 

普通株式の期中平均株式数（株） 99,533,932 102,131,110 
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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 

新株予約権16種類（新株予約権の数

7,874個） 

新株予約権14種類（新株予約権の数

5,692個） 

＜修正後＞ 

前連結会計年度 

（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年１月１日 

至 平成25年12月31日） 

１株当たり純資産額 ７円54銭 １株当たり純資産額 25円15銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △４円85銭 １株当たり当期純損失金額（△） △７円16銭 

(注) １．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。 

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成25年１月１日 

至 平成25年12月31日） 

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（△）（千円） △482,255 △730,776 

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） △482,255 △730,776 

普通株式の期中平均株式数（株） 99,533,932 102,131,110 

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 

新株予約権16種類（新株予約権の数

7,874個） 

新株予約権14種類（新株予約権の数

5,692個） 

 

５．個別財務諸表（１）貸借対照表 

＜修正前＞ 

           (単位：千円)

          前事業年度 

(平成24年12月31日) 

当事業年度 

(平成25年12月31日) 

資産の部 

負債の部 

 流動負債 

  （中略） 

  未払法人税等 3,329 7,983

  （中略） 

  流動負債合計 17,723 29,635

 負債合計 17,723 29,635

純資産の部 

 株主資本 

  （中略） 

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △4,151,883 △4,349,013

   利益剰余金合計 △4,151,883 △4,349,013

  自己株式 △155 △155

  株主資本合計 2,817,345 5,269,644

  新株予約権 161,569 111,202

 純資産合計 2,978,914 5,380,847

負債純資産合計 2,996,638 5,410,482
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＜修正後＞ 

           (単位：千円)

          前事業年度 

(平成24年12月31日) 

当事業年度 

(平成25年12月31日) 

資産の部 

負債の部 

 流動負債 

  （中略） 

  未払法人税等 3,329 52,983

  （中略） 

  流動負債合計 17,723 74,635

 負債合計 17,723 74,635

純資産の部 

 株主資本 

  （中略） 

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △4,151,883 △4,394,013

   利益剰余金合計 △4,151,883 △4,394,013

  自己株式 △155 △155

  株主資本合計 2,817,345 5,224,644

  新株予約権 161,569 111,202

 純資産合計 2,978,914 5,335,847

負債純資産合計 2,996,638 5,410,482

 

（２）損益計算書 

＜修正前＞ 

           (単位：千円)

          前事業年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

（中略） 

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

当期純損失（△） △229,310 △197,129

 

＜修正後＞ 

           (単位：千円)

          前事業年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

（中略） 

法人税、住民税及び事業税 1,210 46,210

当期純損失（△） △229,310 △242,129
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（３）株主資本等変動計算書  当事業年度(自 平成25年１月１日  至 平成25年12月31日) 

＜修正前＞ 

（単位：千円）

  

株主資本 

新株予約権 純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益

剰余金 

繰越利益剰余金

当期首残高 3,504,692 3,464,692 △4,151,883 △155 2,817,345 161,569 2,978,914

当期変動額          

新株の発行（新株予 

約権の行使) 
1,324,714 1,324,714   2,649,429   2,649,429

当期純損失（△）    △197,129  △197,129   △197,129

自己株式の取得     - -   -

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額) 
      △50,367 △50,367

当期変動額合計 1,324,714 1,324,714 △197,129 - 2,452,299 △50,367 2,401,932

当期末残高 4,829,406 4,789,406 △4,349,013 △155 5,269,644 111,202 5,380,847

＜修正後＞ 

  （単位：千円）

  

株主資本 

新株予約権 純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金

その他利益

剰余金 

繰越利益剰余金

当期首残高 3,504,692 3,464,692 △4,151,883 △155 2,817,345 161,569 2,978,914

当期変動額          

新株の発行（新株予 

約権の行使) 
1,324,714 1,324,714   2,649,429   2,649,429

当期純損失（△）    △242,129  △242,129   △242,129

自己株式の取得     - -   -

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額) 
      △50,367 △50,367

当期変動額合計 1,324,714 1,324,714 △242,129 - 2,407,299 △50,367 2,356,932

当期末残高 4,829,406 4,789,406 △4,394,013 △155 5,224,644 111,202 5,335,847

 

以上 
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(百万円未満切捨て)
１．平成25年12月期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年12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12月期 183 13.4 △785 ― △781 ― △730 ―

24年12月期 161 79.2 △464 ― △484 ― △482 ―
(注) 包括利益 25年12月期 △763百万円( ―％) 24年12月期 △505百万円( ―％)
　

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12月期 △7.16 ― △42.1 △24.7 △427.6

24年12月期 △4.85 ― △61.2 △30.9 △286.9
(参考) 持分法投資損益 25年12月期 ―百万円 24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

25年12月期 4,751 3,972 57.3 25.15

24年12月期 1,570 1,030 47.9 7.54
(参考) 自己資本 25年12月期 2,721百万円 24年12月期 752百万円
　　

（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12月期 △662 △198 3,617 3,551

24年12月期 △351 △96 437 778
　　　

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

25年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

26年12月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―
　　
３．平成26年12月期の連結業績予想（平成26年１月１日～平成26年12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

第２四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通 期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
連結業績予想に関する注記
下記の理由から、業績予想の開示は行っておりませんが、四半期決算の迅速な開示に努めると共に、合理的な業績予想が可能となっ

た場合には、速やかにその開示を行う予定であります。
１）特発性肺線維症治療薬・艾思瑞（日本語：アイスーリュイ）は新薬であり、新薬の市場占有率を想定することが困難であること。
２）また、これまで開発中心の会社であり、新薬製造販売は今までの販売実績に対し、金額的に大幅な変更をきたすこと。
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※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 有

　 新規１社（社名）GNI-EPS (HONG KONG) Holdings Limited
　　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）25年12月期連結会計年度より、「有形固定資産の減価償却方法の変更」を行っており、「会計方針の
変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しており。詳細は、添付資料P.19
「４.連結財務諸表（５）（会計方針の変更）」をご覧ください。

　　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期 108,202,831株 24年12月期 99,892,831株

② 期末自己株式数 25年12月期 3,189株 24年12月期 3,189株

③ 期中平均株式数 25年12月期 102,131,110株 24年12月期 99,533,932株
　　

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年12月期の個別業績（平成25年１月１日～平成25年12月31日）
（１）個別経営成績 (％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12月期 32 34.1 △194 ― △195 ― △242 ―

24年12月期 23 △6.0 △163 ― △166 ― △229 ―
　

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

円 銭 円 銭

25年12月期 △2.37 ―

24年12月期 △2.30 ―
　　

（２）個別財政状態

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12月期 5,410 5,335 96.6 48.29

24年12月期 2,996 2,978 94.0 28.20

(参考) 自己資本 25年12月期 5,224百万円 24年12月期 2,817百万円
　　　

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点に於いては、財務

諸表に対する監査手続きが実施中です。
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
当社は、平成26年３月27日開催の株主総会終了後に同会場にて説明会を開催する予定です。その説明内容について

は、当日使用する資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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