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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年６月23日に提出いたしました第29期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

 
２ 【訂正事項】

第一部 企業情報

第５ 経理の状況

２ 財務諸表等

(１）財務諸表

 ① 貸借対照表

 ③ 株主資本等変動計算書

　

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

EDINET提出書類

日本アジアグループ株式会社(E05430)

訂正有価証券報告書

2/8



 

２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

（訂正前）

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 240 1,292

  前払費用 19 35

  関係会社短期貸付金
※１  6,392 ※１  837

  未収入金 1,759 633

  繰延税金資産 380 236

  その他 13 71

  流動資産合計 8,806 3,107

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 12 38

    減価償却累計額 △3 △13

    減損損失累計額 ― △16

    建物及び構築物（純額） 9 8

   工具、器具及び備品 2 24

    減価償却累計額 △0 △11

    減損損失累計額 △0 △8

    工具、器具及び備品（純額） 1 4

   土地 ― 48

   山林及び植林 ― 350

   有形固定資産合計 10 412

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1 3

   その他 0 14

   無形固定資産合計 2 18

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ― 482

   関係会社株式 13,430 35,439

   その他の関係会社有価証券 65 338

   出資金 ― 5

   関係会社長期貸付金 ―
※１  6,479

   従業員に対する長期貸付金 ― 2

   破産更生債権等 29 44

   敷金及び保証金 9 457

   繰延税金資産 4 ―

   その他 0 36

   貸倒引当金 △29 △45

   投資その他の資産合計 13,510 43,239

  固定資産合計 13,523 43,669

 資産合計 22,329 46,777
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 100 300

  関係会社短期借入金 ―
※２  3,071

  1年内償還予定の社債 16,658 10,798

  1年内返済予定の長期借入金 33 1,803

  未払金
※５  2,068 291

  未払費用 223 167

  未払法人税等 11 154

  賞与引当金 96 47

  役員賞与引当金 44 14

  その他 106 1,175

  流動負債合計 19,341 17,823

 固定負債   

  社債 512 3,234

  長期借入金 66 5,079

  長期未払金 1 30

  退職給付引当金 ― 3

  繰延税金負債 ― 39

  固定負債合計 579 8,387

 負債合計 19,921 26,210

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,994 3,995

  資本剰余金   

   資本準備金 8,629 1

   その他資本剰余金 2,737 ―

   資本剰余金合計 11,367 1

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △12,963 16,459

   利益剰余金合計 △12,963 16,459

  自己株式 △7 △8

  株主資本合計 2,391 20,448

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 ― 102

  評価・換算差額等合計 ― 102

 新株予約権 16 16

 純資産合計 2,408 20,566

負債純資産合計 22,329 46,777
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（訂正後）

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 240 1,292

  前払費用 19 35

  関係会社短期貸付金
※１  6,392 ※１  837

  未収入金 1,759 633

  繰延税金資産 380 236

  その他 13 71

  流動資産合計 8,806 3,107

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 12 38

    減価償却累計額 △3 △13

    減損損失累計額 ― △16

    建物及び構築物（純額） 9 8

   工具、器具及び備品 2 24

    減価償却累計額 △0 △11

    減損損失累計額 △0 △8

    工具、器具及び備品（純額） 1 4

   土地 ― 48

   山林及び植林 ― 350

   有形固定資産合計 10 412

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1 3

   その他 0 14

   無形固定資産合計 2 18

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ― 482

   関係会社株式 13,430 35,439

   その他の関係会社有価証券 65 338

   出資金 ― 5

   関係会社長期貸付金 ―
※１  6,479

   従業員に対する長期貸付金 ― 2

   破産更生債権等 29 44

   敷金及び保証金 9 457

   繰延税金資産 4 ―

   その他 0 36

   貸倒引当金 △29 △45

   投資その他の資産合計 13,510 43,239

  固定資産合計 13,523 43,669

 資産合計 22,329 46,777
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 100 300

  関係会社短期借入金 ―
※２  3,071

  1年内償還予定の社債 16,658 10,798

  1年内返済予定の長期借入金 33 1,803

  未払金
※５  2,068 291

  未払費用 223 167

  未払法人税等 11 154

  賞与引当金 96 47

  役員賞与引当金 44 14

  その他 106 1,175

  流動負債合計 19,341 17,823

 固定負債   

  社債 512 3,234

  長期借入金 66 5,079

  長期未払金 1 30

  退職給付引当金 ― 3

  繰延税金負債 ― 39

  固定負債合計 579 8,387

 負債合計 19,921 26,210

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,994 3,995

  資本剰余金   

   資本準備金 8,629 1

   その他資本剰余金 2,737 ―

   資本剰余金合計 11,367 1

  利益剰余金   

   利益準備金 ― 55

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △12,963 16,404

   利益剰余金合計 △12,963 16,459

  自己株式 △7 △8

  株主資本合計 2,391 20,448

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 ― 102

  評価・換算差額等合計 ― 102

 新株予約権 16 16

 純資産合計 2,408 20,566

負債純資産合計 22,329 46,777
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③ 【株主資本等変動計算書】

（訂正前）

 前事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

 中略

 当事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 3,994 8,629 2,737 11,367 △12,963 △12,963

当期変動額       

新株の発行（新株

予約権の行使）
1 1  1   

準備金から剰余金

への振替
 △8,629 8,629 ―   

欠損填補   △11,367 △11,367 11,367 11,367

剰余金の配当     △552 △552

当期純利益     18,608 18,608

自己株式の取得       

株主資本以外の項

目 の 当 期 変 動 額

（純額）

      

当期変動額合計 1 △8,628 △2,737 △11,366 29,422 29,422

当期末残高 3,995 1 ― 1 16,459 16,459
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △7 2,391 ― ― 16 2,408

当期変動額       

新株の発行（新株

予約権の行使）
 2    2

準備金から剰余金

への振替
 ―    ―

欠損填補  ―    ―

剰余金の配当  △552    △552

当期純利益  18,608    18,608

自己株式の取得 △0 △0    △0

株主資本以外の項

目 の 当 期 変 動 額

（純額）

  102 102 △0 102

当期変動額合計 △0 18,056 102 102 △0 18,158

当期末残高 △8 20,448 102 102 16 20,566
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（訂正後）

 前事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

 中略

 当事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金合計 利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 3,994 8,629 2,737 11,367 ― △12,963 △12,963

当期変動額        

新株の発行（新株予

約権の行使）
1 1  1    

準備金から剰余金へ

の振替
 △8,629 8,629 ―    

欠損填補   △11,367 △11,367  11,367 11,367

剰余金の配当      △552 △552

利益準備金の積立     55 △55 ―

当期純利益      18,608 18,608

自己株式の取得        

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 1 △8,628 △2,737 △11,366 55 29,367 29,422

当期末残高 3,995 1 ― 1 55 16,404 16,459
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 △7 2,391 ― ― 16 2,408

当期変動額       

新株の発行（新株予

約権の行使）
 2    2

準備金から剰余金へ

の振替
 ―    ―

欠損填補  ―    ―

剰余金の配当  △552    △552

利益準備金の積立  ―    ―

当期純利益  18,608    18,608

自己株式の取得 △0 △0    △0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  102 102 △0 102

当期変動額合計 △0 18,056 102 102 △0 18,158

当期末残高 △8 20,448 102 102 16 20,566
 

 

EDINET提出書類

日本アジアグループ株式会社(E05430)

訂正有価証券報告書

8/8


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	２財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	③株主資本等変動計算書



