
 

 

 
平成 24 年 6月 8 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 ： 
常務執行役員 コーポレート統轄本部長 大槻 二郎 

℡ 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 24 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 24 年 5 月 15 日付にて発表いたしました「平成 24 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 

一部の海外連結子会社の平成 24 年 3 月期決算において修正が行われたことに伴い、これに関連する箇

所及び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、＿を付して示しております。 
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（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、41.1％増加し、22,721百万円となりました。これは主に前

渡金が972百万円減少したものの、現金及び預金が6,358百万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、21.2％増加し、9,039百万円となりました。これは主に投

資有価証券が427百万円減少したものの、のれんが1,760百万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34.8％増加し、31,761百万円となりました。  

  

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、33.2％増加し、21,448百万円となりました。これは主に前

渡金が972百万円減少したものの、現金及び預金が6,358百万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、38.2％増加し、10,312百万円となりました。これは主に投

資有価証券が427百万円減少したものの、のれんが1,760百万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34.8％増加し、31,761百万円となりました。  

  

  

１．経営成績

（訂正箇所１）

【訂正前】

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

【訂正後】
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（訂正箇所２）
【訂正前】
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23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,143,367 9,501,764

受取手形及び売掛金 4,499,510 4,351,558

商品及び製品 762,807 204,388

仕掛品 55,110 75,288

原材料及び貯蔵品 － 147,128

前渡金 4,001,902 3,029,441

繰延税金資産 209,147 182,986

短期貸付金 1,225,956 2,315,842

未収入金 126,602 2,917,627

預け金 2,120,000 －

その他 308,469 470,800

貸倒引当金 △346,618 △475,207

流動資産合計 16,106,256 22,721,619

（省略）

投資その他の資産

投資有価証券 3,379,823 2,952,321

出資金 4,886 4,885

長期貸付金 471,322 708,232

繰延税金資産 30,775 28,628

投資不動産（純額） 1,911,204 1,923,062

その他 331,130 264,356

貸倒引当金 △156,242 △160,543

投資その他の資産合計 5,972,899 5,720,944

固定資産合計 7,460,396 9,039,418

資産合計 23,566,652 31,761,038
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【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,143,367 9,501,764

受取手形及び売掛金 4,499,510 3,982,245

商品及び製品 762,807 204,388

仕掛品 55,110 75,288

原材料及び貯蔵品 － 147,128

前渡金 4,001,902 3,029,441

繰延税金資産 209,147 182,986

短期貸付金 1,225,956 2,315,842

未収入金 126,602 1,829,059

預け金 2,120,000 －

その他 308,469 470,800

貸倒引当金 △346,618 △290,551

流動資産合計 16,106,256 21,448,395

（省略）

投資その他の資産

投資有価証券 3,379,823 2,952,321

出資金 4,886 4,885

長期貸付金 471,322 708,232

繰延税金資産 30,775 28,628

投資不動産（純額） 1,911,204 1,923,062

その他 331,130 1,722,237

貸倒引当金 △156,242 △345,200

投資その他の資産合計 5,972,899 6,994,167

固定資産合計 7,460,396 10,312,642

資産合計 23,566,652 31,761,038
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（訂正箇所３）
【訂正前】
（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22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)

株主資本

（省略）

資本剰余金

当期首残高 7,678,754 7,678,754

当期変動額

新株の発行 － 716,717

当期変動額合計 － 716,717

当期末残高 7,678,754 8,395,471

（省略）

株主資本合計

当期首残高 11,831,913 11,768,297

当期変動額

新株の発行 － 1,425,217

剰余金の配当 △71,687 △143,374

当期純利益 8,071 795,903

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 △63,615 2,077,746

当期末残高 11,768,297 13,846,044

（省略）

純資産合計

当期首残高 12,529,254 12,290,787

当期変動額

新株の発行 － 1,425,217

剰余金の配当 △71,687 △143,374

当期純利益 8,071 795,903

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174,852 4,486,368

当期変動額合計 △238,467 6,564,114

当期末残高 12,290,787 18,854,901
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【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)

株主資本

（省略）

資本剰余金

当期首残高 7,678,754 7,678,754

当期変動額

新株の発行 － 708,500

新株予約権の付与 － 8,217

当期変動額合計 － 716,717

当期末残高 7,678,754 8,395,471

（省略）

株主資本合計

当期首残高 11,831,913 11,768,297

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 △71,687 △143,374

当期純利益 8,071 795,903

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 △63,615 2,077,746

当期末残高 11,768,297 13,846,044

（省略）

純資産合計

当期首残高 12,529,254 12,290,787

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 △71,687 △143,374

当期純利益 8,071 795,903

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174,852 4,486,368

当期変動額合計 △238,467 6,564,114

当期末残高 12,290,787 18,854,901
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（訂正箇所４）
【訂正前】
（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22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

（省略）

売上債権の増減額（△は増加） 884,724 271,170

たな卸資産の増減額（△は増加） △331,567 △334,574

仮払金の増減額（△は増加） △12,327 △30,709

前渡金の増減額（△は増加） △3,009,684 1,458,361

仕入債務の増減額（△は減少） 394,395 185,806

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,358 △23,092

その他 600,778 535,513

小計 △689,674 3,669,052

利息及び配当金の受取額 29,390 35,547

利息の支払額 △141,933 △167,501

法人税等の支払額 △51,942 △137,092

特別退職金の支払額 △54,273 △316,706

営業活動によるキャッシュ・フロー △908,433 3,083,299

（省略）

【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

（省略）

売上債権の増減額（△は増加） 884,724 625,823

たな卸資産の増減額（△は増加） △331,567 △334,574

仮払金の増減額（△は増加） △12,327 △30,709

前渡金の増減額（△は増加） △3,009,684 1,458,361

仕入債務の増減額（△は減少） 394,395 185,806

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,358 △23,092

その他 600,778 180,861

小計 △689,674 3,669,052

利息及び配当金の受取額 29,390 35,547

利息の支払額 △141,933 △167,501

法人税等の支払額 △51,942 △137,092

特別退職金の支払額 △54,273 △316,706

営業活動によるキャッシュ・フロー △908,433 3,083,299

（省略）
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      （省略） 

 
  

 

（訂正箇所５）

【訂正前】

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

（省略）

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 7,417株

平成21年12月22日臨時株主総会決

議新株予約権

潜在株式の数 125,000株

 
 

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21年12月22日臨時株主総会決

議新株予約権

潜在株式の数 125,000株

 

【訂正後】

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

（省略）

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 7,417株

平成21年12月22日臨時株主総会決

議新株予約権

潜在株式の数 125,000株

 
 

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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（訂正箇所６）

【訂正前】

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

─────
 
 

 

株式取得による会社等の買収

当社は、日本企業向けオフショア開発事業を拡大させるため、香港証券取引所メインボ
ードに上場し、日本企業向けオフショア開発を手掛ける中訊軟件集団股份有限会社
（SinoCom Software Group Ltd. 以下「SinoCom」という）に関して、SinoComの大株主
China Way International Limited（以下「China Way」という）が保有する株式の一部
を当社の100%子会社である恒星信息（香港）有限公司（SJI（Hong Kong）Limited）を通
じて譲受する契約を締結いたしました。それにより、当社の所有比率は、40.5%となりま
した。
                 （省略）

２．株式取得の対象会社であるSinoComの概要

（１） 商号 中訊軟件集団股份有限会社(SinoCom Software Group 
Ltd.)

（２） 市場 香港証券取引所メインボード （証券コード 0299）
（３） 本店所在地 英国領ケイマン諸島

    （省略）

                 （省略）

６．支払資金の調達
                 （省略）
(2) 平成24年4月27日に20億円の金銭消費貸借契約を締結いたしました。
この金銭消費貸借契約書に基づく借入は平成24年5月1日付で実行されております。
当該借入金は、China Wayが保有するSino Com Software Group Ltd.の株式の取得資金と
しております。
① 借入先の名称  株式会社みずほ銀行
② 借入金額    20億円
③ 利率      短期プライムレート+0.50％
④ 返済期限    平成29年6月30日
⑤ 返済方法    約定返済
⑥ 担保提供資産  無（なお、当該株式取得後、取得株式に質権設定予定）

(3) 平成24年5月7日に5億円の金銭消費貸借契約を締結いたしました。
この金銭消費貸借契約書に基づく借入は平成24年5月8日付で実行されております。
当該借入金は、China Wayが保有するSino Com Software Group Ltd.の株式の取得資金と
しております。
① 借入先の名称  株式会社ＳＲＡ
② 借入金額    5億円
③ 利率      年5.0%
④ 返済期限    平成24年6月29日
⑤ 返済方法    期限一括
⑥ 担保提供資産  無（なお、関係会社出資金に質権設定予定）
⑦ 財務制限条項  連結財務諸表に基づく純資産の部において、前期の80%以上を維持

する。
           連結損益計算書に基づく経常利益を黒字に維持する。
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【訂正後】

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

─────
 
 

 

株式取得による会社等の買収

当社は、日本企業向けオフショア開発事業を拡大させるため、香港証券取引所メインボ
ードに上場し、日本企業向けオフショア開発を手掛ける中訊軟件集団股份有限公司
（SinoCom Software Group Ltd. 以下「SinoCom」という）に関して、SinoComの大株主
China Way International Limited（以下「China Way」という）が保有する株式の一部
を当社の100%子会社である恒星信息（香港）有限公司（SJI（Hong Kong）Limited）を通
じて譲受する契約を締結いたしました。それにより、当社の所有比率は、40.5%となりま
した。
                  （省略）

２．株式取得の対象会社であるSinoComの概要

（１） 商号 中訊軟件集団股份有限公司(SinoCom Software Group 
Ltd.)

（２） 市場 香港証券取引所メインボード （証券コード 0299）
（３） 本店所在地 英国領ケイマン諸島

   （省略）

                  （省略）

６．支払資金の調達
                  （省略）
(2) 平成24年4月27日に20億円の金銭消費貸借契約を締結いたしました。
この金銭消費貸借契約書に基づく借入は平成24年5月1日付で実行されております。
当該借入金は、China Wayが保有するSino Com Software Group Ltd.の株式の取得資金と
しております。
① 借入先の名称  株式会社みずほ銀行
② 借入金額    20億円
③ 利率      短期プライムレート+0.50％
④ 返済期限    平成29年6月30日
⑤ 返済方法    約定返済
⑥ 担保提供資産  無（なお、当該株式取得後、取得株式に質権設定予定）
⑦ 財務制限条項  

・各決算期末において、連結貸借対照表に基づく純資産の部について、前期の
80%以上を維持する。
・各決算期末において、連結損益計算書に基づく経常利益を黒字に維持する。

(3) 平成24年5月7日に5億円の金銭消費貸借契約を締結いたしました。
この金銭消費貸借契約書に基づく借入は平成24年5月8日付で実行されております。
当該借入金は、China Wayが保有するSino Com Software Group Ltd.の株式の取得資金と
しております。
① 借入先の名称  株式会社ＳＲＡ
② 借入金額    5億円
③ 利率      年5.0%
④ 返済期限    平成24年6月29日
⑤ 返済方法    期限一括
⑥ 担保提供資産  無（なお、関係会社出資金に質権設定予定）

多額な資金の借入    

１．当社は、平成24年5月1日に15億円の金銭消費貸借契約を締結いたしました。
(1) 資金使途 SinoCom Software Group Ltd.社株式の公開買い付け資金
(2) 借入先の名称 株式会社太平フィナンシャルサービス
(3) 借入金額 15億円
(4) 利率 年8.0%
(5) 借入日 平成24年5月1日
(6) 返済期限 平成24年11月9日
(7) 返済方法 分割
(8) 担保提供資産 預金（なお、当該株式取得後、取得株式に質権設定予定）
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（訂正箇所７）
【訂正前】
（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)

         （省略）

営業外収益

受取利息 185,391 81,488

受取配当金 1,385 2,525

助成金収入 78,485 22,917

業務受託料 － 19,500

その他 36,325 32,798

営業外収益合計 301,587 159,229

        （省略）

【訂正後】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)

         （省略）

営業外収益

受取利息 185,391 81,488

受取配当金 1,385 2,525

助成金収入 78,485 22,917

業務受託料 19,500 19,500

その他 16,825 32,798

営業外収益合計 301,587 159,229

        （省略）
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