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2022年３月 31日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 Ａ Ｓ Ｉ Ａ Ｎ  Ｓ Ｔ Ａ Ｒ 

代 表 者 名 代表取締役社長 東  和 雄 

 （ＪＡＳＤＡＱ コード 8946） 

問 合 せ 先 管 理 部 長 木 下  美 里 

 ＴＥＬ (045) 324-2444（代表） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2021年 12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 2022年２月 14日に開示いたしました「2021年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

内容につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後のデータも送信いたします。 

記 

１． 訂正の理由 

「2021年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、記載内容の一部に訂正す

べき事項があることが判明しましたので、これを訂正いたします。 

 

２． 訂正の内容 

訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

・サマリー 

１.2021年 12月期の連結業績（2021年 1月 1日～2021年 12月 31日） 

（1）連結経営成績 

 【訂正前】 

 （注）包括利益 2021年 12月期 27百万円（-％） 

 

 【訂正後】 

 （注）包括利益 2021年 12月期 17百万円（-％） 

 

・添付資料 3ページ 

１.経営成績等の概況 （2）財政状態に関する分析 

 【訂正前】 

 （中略） 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末から 17 百万円増加し、1,631 百万円とな

りました。これは主として当期純損失 21 百万円の計上、為替換算調整勘定の増加 46 百万

円によるものであります。 
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 【訂正後】 

 （中略） 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末から 17 百万円増加し、1,631 百万円とな

りました。これは主として当期純損失 21 百万円の計上、為替換算調整勘定の増加 36 百万

円によるものであります。 

 

・添付資料 12ページ 

４.連結財務諸表及び主な注記 （1）連結貸借対照表 

 【訂正前】 

  (単位：千円) 

 前連結会計年度 
(2020年 12月 31日) 

当連結会計年度 
(2021年 12月 31日) 

（前略）   
純資産の部   

株主資本   
資本金 1,992,968 1,992,968 
資本剰余金 185,397 185,397 
利益剰余金 △437,276 △468,700 
自己株式 △99,912 △99,912 
株主資本合計 1,641,178 1,609,753 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 △2,588 － 
為替換算調整勘定 △24,859 21,655 
その他の包括利益累計額合計 △27,448 21,655 

新株予約権 980 500 
純資産合計 1,614,709 1,631,908 

負債純資産合計 3,618,943 3,062,350 

 

 【訂正後】 

  (単位：千円) 

 前連結会計年度 
(2020年 12月 31日) 

当連結会計年度 
(2021年 12月 31日) 

（前略）   
純資産の部   

株主資本   
資本金 1,992,968 1,992,968 
資本剰余金 185,397 185,397 
利益剰余金 △437,276 △458,794 
自己株式 △99,912 △99,912 
株主資本合計 1,641,178 1,619,659 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 △2,588 － 
為替換算調整勘定 △24,859 11,748 
その他の包括利益累計額合計 △27,448 11,748 

新株予約権 980 500 
純資産合計 1,614,709 1,631,908 

負債純資産合計 3,618,943 3,062,350 
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・添付資料 15ページ 

４.連結財務諸表及び主な注記 （2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

 （連結包括利益計算書） 

 【訂正前】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2020年１月１日 
 至 2020年 12月 31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年１月１日 

 至 2021年 12月 31日) 

当期純損失（△） △310,423 △21,518 
その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △592 2,588 
為替換算調整勘定 △1,840 46,514 
その他の包括利益合計 ※１ △2,433 ※１ 49,103 

包括利益 △312,857 27,584 
（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △312,857 27,584 
非支配株主に係る包括利益 － － 

 

 【訂正後】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2020年１月１日 
 至 2020年 12月 31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年１月１日 

 至 2021年 12月 31日) 

当期純損失（△） △310,423 △21,518 
その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △592 2,588 
為替換算調整勘定 △1,840 36,607 
その他の包括利益合計 ※１ △2,433 ※１ 39,196 

包括利益 △312,857 17,678 
（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △312,857 17,678 
非支配株主に係る包括利益 － － 
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４.連結財務諸表及び主な注記 （3）連結株主資本等変動計算書  

 当連結会計年度（自 2021年１月１日 至 2021年 12月 31日） 

 【訂正前】 
    (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,992,968 185,397 △437,276 △99,912 1,641,178 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純損失（△）  
 

△21,518 
 

△21,518 

新規連結増加・減少による増減   △9,906  △9,906 

新株の発行 
     

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 
  

△31,424 
 

△31,424 

当期末残高 1,992,968 185,397 △468,700 △99,912 1,609,753 
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 その他の包括利益累計額 
新株予約権 純資産合計 

 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算調整 
勘定 

その他の包括利
益累計額合計 

当期首残高 △2,588 △24,859 △27,448 980 1,614,709 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純損失（△） 
    

△21,518 

新規連結増加・減少による増減     △9,906 

新株の発行 
     

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,588 46,514 49,103 △480 48,623 

当期変動額合計 2,588 46,514 49,103 △480 17,198 

当期末残高 - 21,655 21,655 500 1,631,908 

 

 【訂正後】 
    (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,992,968 185,397 △437,276 △99,912 1,641,178 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純損失（△）  
 

△21,518 
 

△21,518 

新株の発行 
     

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 
  

△21,518 
 

△21,518 

当期末残高 1,992,968 185,397 △458,794 △99,912 1,619,659 

 

 

      

 その他の包括利益累計額 
新株予約権 純資産合計 

 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算調整 
勘定 

その他の包括利
益累計額合計 

当期首残高 △2,588 △24,859 △27,448 980 1,614,709 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純損失（△） 
    

△21,518 

新株の発行 
     

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,588 36,607 39,196 △480 38,716 

当期変動額合計 2,588 36,607 39,196 △480 17,198 

当期末残高 - 11,748 11,748 500 1,631,908 
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・添付資料 24ページ 

４.連結財務諸表及び主な注記 （5）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  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
前連結会計年度 

（自 2020年１月１日 
至 2020年 12月 31日） 

当連結会計年度 
（自 2021年１月１日 
至 2021年 12月 31日） 

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 △592千円 1,229千円 

組替調整額 － 2,582 

税効果調整前 △592 3,811 

税効果額 － △1,223 

その他有価証券評価差額金 △592 2,588 

為替換算調整勘定   

当期発生額 △1,840 56,420 

組替調整額 － △9,906 

税効果調整前 △1,840 46,514 

税効果額 － － 

為替換算調整勘定 △1,840 46,514 

その他の包括利益合計 △2,433 49,103 

 

 【訂正後】 

※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
前連結会計年度 

（自 2020年１月１日 
至 2020年 12月 31日） 

当連結会計年度 
（自 2021年１月１日 
至 2021年 12月 31日） 

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 △592千円 1,229千円 

組替調整額 － 2,582 

税効果調整前 △592 3,811 

税効果額 － △1,223 

その他有価証券評価差額金 △592 2,588 

為替換算調整勘定   

当期発生額 △1,840 26,701 

組替調整額 － 9,906 

税効果調整前 △1,840 36,607 

税効果額 － － 

為替換算調整勘定 △1,840 36,607 

その他の包括利益合計 △2,433 39,196 

 

 

 

以 上 


