
 

平成 22 年 5 月 26 日 

 

各      位 

 

東京都品川区東品川 4-12-6 

株式会社ＡＱインタラクティブ 

代表取締役  小 松 清 志 

（コード番号 3838 東証第二部） 

問い合わせ先 

取締役 経営企画部長 染野 正道 

電話番号 03-5769-7270（代） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成 22 年５月 12 日に発表しました平成 22 年３月期決算短信に一部訂正を要する箇所が有

りましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

１．訂正内容 

（１） 連結貸借対照表の「有価証券」及び「投資有価証券」それぞれの計上において、

誤りがありましたので連結貸借対照表の関連する項目について訂正するもので

す。 

（２） 連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュフローの「前受金の

増減額」及び「その他」それぞれの計上において、誤りがありましたので連結キ

ャッシュ・フロー計算書の関連する項目について訂正するものです。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所には、下線＿＿＿を付して表示しています。 

 

以  上 
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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 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,187,648 2,582,332

  受取手形及び売掛金 1,154,508 2,141,764

  有価証券 － 690

  商品及び製品 48,594 96,278

  仕掛品 1,401,717 948,320

  原材料及び貯蔵品 810 14,265

  繰延税金資産 254,083 242,852

  前払費用 83,885 74,937

  未収消費税等 13,546 18,557

  その他 230,484 220,512

  貸倒引当金 △10,386 △844

  流動資産合計 6,364,894 6,339,667

    

  投資その他の資産   

   敷金 332,086 173,825

   長期前払費用 8,985 4,327

   投資有価証券 87,725 159,408

   繰延税金資産 － 7,380

   その他 21 21

   破産更生債権等 8,983 18,497

   貸倒引当金 △8,983 △18,497

   投資その他の資産合計 428,818 344,963

  固定資産合計 1,414,544 1,441,143

 資産合計 7,779,439 7,780,810
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（訂正後）                                        （単位：千円）

     
前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,187,648 2,582,332

  受取手形及び売掛金 1,154,508 2,141,764

  有価証券 － 38,241

  商品及び製品 48,594 96,278

  仕掛品 1,401,717 948,320

  原材料及び貯蔵品 810 14,265

  繰延税金資産 254,083 242,852

  前払費用 83,885 74,937

  未収消費税等 13,546 18,557

  その他 230,484 220,512

  貸倒引当金 △10,386 △844

  流動資産合計 6,364,894 6,377,218

    

  投資その他の資産   

   敷金 332,086 173,825

   長期前払費用 8,985 4,327

   投資有価証券 87,725 121,857

   繰延税金資産 － 7,380

   その他 21 21

   破産更生債権等 8,983 18,497

   貸倒引当金 △8,983 △18,497

   投資その他の資産合計 428,818 307,412

  固定資産合計 1,414,544 1,403,592

 資産合計 7,779,439 7,780,810
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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 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22 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又は税金等調整前当期純

損失（△） 
△349,584 72,294

 減価償却費 351,606 342,744

 のれん償却額 46,000 63,680

 賞与引当金の増減額（△は減少） △1,940 △18,108

 受取利息及び受取配当金 △15,665 △10,935

 有価証券利息 － △486

 支払利息 3,232 3,975

 開発中止損 328,907 16,960

 固定資産除売却損益（△は益） △2,032 8,532

 為替差損益（△は益） － 11,900

 売上債権の増減額（△は増加） △31,257 △999,370

 たな卸資産の増減額（△は増加） △238,854 373,144

 仕入債務の増減額（△は減少） 225,077 3,705

 未払金の増減額（△は減少） 85,513 43,563

 前受金の増減額（△は減少） 42,876 －

 その他 △113,527 37,978

 小計 330,351 △50,418

 利息及び配当金の受取額 16,051 10,179

 利息の支払額 △2,356 △5,322

 法人税等の支払額 △379,725 △210,215

 法人税等の還付額 － 61,966

 営業活動によるキャッシュ・フロー △35,679 △193,811
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（訂正後）                                       （単位：千円） 

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22 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又は税金等調整

前当期純損失（△） 
△349,584 72,294

 減価償却費 351,606 342,744

 のれん償却額 46,000 63,680

 賞与引当金の増減額（△は減少） △1,940 △18,108

 受取利息及び受取配当金 △15,665 △10,935

 有価証券利息 － △486

 支払利息 3,232 3,975

 開発中止損 328,907 16,960

 固定資産除売却損益（△は益） △2,032 8,532

 為替差損益（△は益） － 11,900

 売上債権の増減額（△は増加） △31,257 △999,370

 たな卸資産の増減額（△は増加） △238,854 373,144

 仕入債務の増減額（△は減少） 225,077 3,705

 未払金の増減額（△は減少） 85,513 43,563

 前受金の増減額（△は減少） 42,876 △124,993

 その他 △113,527 162,972

 小計 330,351 △50,418

 利息及び配当金の受取額 16,051 10,179

 利息の支払額 △2,356 △5,322

 法人税等の支払額 △379,725 △210,215

 法人税等の還付額 － 61,966

 営業活動によるキャッシュ・フロー △35,679 △193,811
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