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（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期第３四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成21年１月30日に公表致しました「平成21年３月期第３四半期決算短信」について、一部誤りがご

ざいましたので、下記のとおり訂正致します。 

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致します。 

 

記 

 

１．主な訂正の理由 

平成21年１月30日に公表致しました当第３四半期決算短信におきまして、他社組成ＳＰＣに対す

る貸付債権に対して、当該ＳＰＣの管理会社より提出された試算表に基づき、特別損失として

65,600千円を引当計上しておりました。しかしながら、当短信発表後に、当該管理会社より訂正され

た試算表が提出されたため、再度その結果に基づいて、厳格に、当該ＳＰＣに対する貸付債権の貸

倒引当金査定を行った結果、引当額をさらに21,700千円追加し、計87,300千円の引当金を計上す

ることと決定致しました。 

当社の不手際ではないとはいえ、株主はじめ関係者の皆様にご迷惑をおかけ致しますことを深く

お詫び申し上げます。 
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２．訂正箇所 

修正箇所は下線＿＿を付して表示しております。 

 

（１ページ） 

１.平成21年３月期第３四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

（１）連結経営成績（累計） 

≪訂正前≫  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 

21 年３月期第３四半期 

百万円 

2,302 

％

－ 

百万円

607

％

－ 

百万円

580

％ 

－ 

百万円 

266 

％

－ 

20 年３月期第３四半期 2,864 271.4 215 △25.4 159 △36.7 98 △33.8 
         

  １株当たり四半期純利益
潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益 

 

21 年３月期第３四半期 

円 銭

18,119.50

円 銭

－ 

20 年３月期第３四半期 13,430.19 － 

 

≪訂正後≫  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 

21 年３月期第３四半期 

百万円 

2,302 

％

－ 

百万円

607

％

－ 

百万円

580

％ 

－ 

百万円 

253 

％

－ 

20 年３月期第３四半期 2,864 271.4 215 △25.4 159 △36.7 98 △33.8 
 

 
        

  １株当たり四半期純利益
潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益 

 

21 年３月期第３四半期 

円 銭

17,243.20

円 銭

－ 

20 年３月期第３四半期 13,430.19 － 

 

（２）連結財政状態 

≪訂正前≫  

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

21 年３月期第３四半期 

百万円

9,032

百万円

3,257

％ 

18.6 

円 銭

114,110.28

20 年３月期第３四半期 9,289 3,217 15.5 195,811.56

（参考） 自己資本    21年３月期第３四半期 1,677百万円 20年３月期 1,439百万円 

 

≪訂正後≫ 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

21 年３月期第３四半期 

百万円

9,019

百万円

3,244

％ 

18.5 

円 銭

113,233.98

20 年３月期第３四半期 9,289 3,217 15.5 195,811.56

（参考） 自己資本    21年３月期第３四半期 1,664百万円 20年３月期 1,439百万円 
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（２ページ） 

【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

≪訂正前≫ 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,302百万円（前年同期比80.4％）、営業利益

は607百万円（前年同期比282.5％）、経常利益は580百万円（前年同期比363.5％）、四半期純利益は

266百万円（前年同期比269.8％）となりました。 

 

≪訂正後≫ 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,302百万円（前年同期比80.4％）、営業利益

は607百万円（前年同期比282.5％）、経常利益は580百万円（前年同期比363.5％）、四半期純利益は

253百万円（前年同期比256.8％）となりました。 

 

２．連結財務状態に関する定性的状況 

≪訂正前≫ 

当第３四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、257百万

円減少し、9,032百万円となりました。この主な要因は、販売用不動産の減少が547百万円、投資有価

証券の減少が72百万円、現金及び預金の増加が310百万円となったこと等によるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、296百万円減少し、5,774百万円となりました。その

主な要因は、末払法人税等の増加が122百万円、長期借入金の増加が1,617百万円となった一方、短

期借入金の減少が2,040百万円となったこと等によるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、39百万円増加し、3,257百万円となりました。そ

の主な要因は、利益剰余金の増加が239百万円、少数株主持分の減少が198百万円となったこと等に

よるものであります。 

 

≪訂正後≫ 

当第３四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、270百万

円減少し、9,019百万円となりました。この主な要因は、販売用不動産の減少が547百万円、投資有価

証券の減少が72百万円、現金及び預金の増加が310百万円となったこと等によるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、296百万円減少し、5,774百万円となりました。その

主な要因は、末払法人税等の増加が122百万円、長期借入金の増加が1,617百万円となった一方、短

期借入金の減少が2,040百万円となったこと等によるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、26百万円増加し、3,244百万円となりました。そ

の主な要因は、利益剰余金の増加が226百万円、少数株主持分の減少が198百万円となったこと等に

よるものであります。 

 

（３ページ） 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

≪訂正前≫ 

当第３四半期連結累計期間の営業活動により得られた資金は、1,134百万円となりました。その主な

要因は、税金等調整前四半期純利益が500百万円、販売用不動産の取得および売却等によるたな卸

資産の減少額が546百万円となったこと等によるものであります。 

 

≪訂正後≫ 

当第３四半期連結累計期間の営業活動により得られた資金は、1,134百万円となりました。その主な

要因は、税金等調整前四半期純利益が478百万円、販売用不動産の取得および売却等によるたな卸

資産の減少額が546百万円となったこと等によるものであります。 
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（４～５ページ）
≪訂正前≫

５.【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 466,183 155,361

　　売掛金 32,425 41,356

　　販売用不動産 4,405,668 4,953,147

　　商品 3,308 2,029

　　貯蔵品 527 1,088

　　その他 95,884 404,675

　　流動資産合計 5,003,997 5,557,658

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 1,639,529 1,684,544

　　　その他（純額） 367,686 368,686

　　　有形固定資産合計 2,007,216 2,053,230

　　無形固定資産

　　　無形固定資産仮勘定 141,007 -

　　　のれん 75 300

　　　その他 209 222

　　　無形固定資産合計 141,291 522

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 1,522,450 1,594,464

　　　固定化営業債権 234,400 -

　　　その他 122,654 83,305

　　　投資その他の資産合計 1,879,505 1,677,770

　　固定資産合計 4,028,013 3,731,522

　資産合計 9,032,011 9,289,181
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 11,674 29,097

　　短期借入金 2,117,500 4,158,324

　　1年内返済予定の長期借入金 698,572 694,292

　　未払法人税等 124,235 1,471

　　賞与引当金 1,888 1,736

　　その他 190,797 105,521

　　流動負債合計 3,144,667 4,990,442

　固定負債

　　長期借入金 1,904,120 286,320

　　負ののれん 654,117 722,894

　　その他 72,050 72,050

　　固定負債合計 2,630,287 1,081,264

　負債合計 5,774,955 6,071,707

純資産の部

　株主資本

　　資本金 563,750 563,750

　　資本剰余金 428,750 428,750

　　利益剰余金 687,341 448,175

　　株主資本合計 1,679,841 1,440,675

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △2,420 △1,460

　　評価・換算差額等合計 △2,420 △1,460

　少数株主持分 1,579,635 1,778,259

　純資産合計 3,257,056 3,217,474

負債純資産合計 9,032,011 9,289,181
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≪訂正後≫

５.【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 466,183 155,361

　　売掛金 32,425 41,356

　　販売用不動産 4,405,668 4,953,147

　　商品 3,308 2,029

　　貯蔵品 527 1,088

　　その他 67,840 404,675

　　流動資産合計 4,975,954 5,557,658

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 1,639,529 1,684,544

　　　その他（純額） 367,686 368,686

　　　有形固定資産合計 2,007,216 2,053,230

　　無形固定資産

　　　無形固定資産仮勘定 141,007 -

　　　のれん 75 300

　　　その他 209 222

　　　無形固定資産合計 141,291 522

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 1,522,450 1,594,464

　　　固定化営業債権 240,743 -

　　　その他 131,472 83,305

　　　投資その他の資産合計 1,894,667 1,677,770

　　固定資産合計 4,043,176 3,731,522

　資産合計 9,019,130 9,289,181

－6－



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 11,674 29,097

　　短期借入金 2,117,500 4,158,324

　　1年内返済予定の長期借入金 698,572 694,292

　　未払法人税等 124,235 1,471

　　賞与引当金 1,888 1,736

　　その他 190,797 105,521

　　流動負債合計 3,144,667 4,990,442

　固定負債

　　長期借入金 1,904,120 286,320

　　負ののれん 654,117 722,894

　　その他 72,050 72,050

　　固定負債合計 2,630,287 1,081,264

　負債合計 5,774,955 6,071,707

純資産の部

　株主資本

　　資本金 563,750 563,750

　　資本剰余金 428,750 428,750

　　利益剰余金 674,460 448,175

　　株主資本合計 1,666,960 1,440,675

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △2,420 △1,460

　　評価・換算差額等合計 △2,420 △1,460

　少数株主持分 1,579,635 1,778,259

　純資産合計 3,244,174 3,217,474

負債純資産合計 9,019,130 9,289,181
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（６ページ）
≪訂正前≫

　(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

　至 平成20年12月31日)

売上高 2,302,268

売上原価 1,086,413

売上総利益 1,215,854

販売費及び一般管理費 608,342

営業利益 607,511

営業外収益

　受取利息 1,090

　受取配当金 72

　負ののれん償却額 68,777

　その他 5,471

　営業外収益合計 75,411

営業外費用

　支払利息 77,842

　支払手数料 18,317

　持分法による投資損失 1,500

　その他 4,394

　営業外費用合計 102,054

経常利益 580,869

特別損失

　固定資産除却損 4,836

　投資有価証券評価損 2,900

　事務所移転費用 6,340

　貸倒引当金繰入額 65,600

　過年度損益修正損 759

　特別損失合計 80,435

税金等調整前四半期純利益 500,433

法人税、住民税及び事業税 208,304

法人税等調整額 △45,654

法人税等合計 162,650

少数株主利益 71,427

四半期純利益 266,356
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≪訂正後≫

　(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

　至 平成20年12月31日)

売上高 2,302,268

売上原価 1,086,413

売上総利益 1,215,854

販売費及び一般管理費 608,342

営業利益 607,511

営業外収益

　受取利息 1,090

　受取配当金 72

　負ののれん償却額 68,777

　その他 5,471

　営業外収益合計 75,411

営業外費用

　支払利息 77,842

　支払手数料 18,317

　持分法による投資損失 1,500

　その他 4,394

　営業外費用合計 102,054

経常利益 580,869

特別損失

　固定資産除却損 4,836

　投資有価証券評価損 2,900

　事務所移転費用 6,340

　貸倒引当金繰入額 87,300

　過年度損益修正損 759

　特別損失合計 102,135

税金等調整前四半期純利益 478,733

法人税、住民税及び事業税 208,304

法人税等調整額 △54,473

法人税等合計 153,831

少数株主利益 71,427

四半期純利益 253,475
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（７～８ページ）
≪訂正前≫

　(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前四半期純利益 500,433

　減価償却費 64,011

　のれん償却額 225

　長期前払費用償却額 625

　負ののれん償却額 △68,777

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 70,685

　賞与引当金の増減額（△は減少） 152

　受取利息及び受取配当金 △1,162

　支払利息 77,842

　支払手数料 18,317

　投資有価証券評価損益（△は益） 2,900

　持分法による投資損益（△は益） 1,500

　固定資産除却損 4,836

　事務所移転費用 6,340

　売上債権の増減額（△は増加） 3,458

　たな卸資産の増減額（△は増加） 546,761

　未収消費税等の増減額（△は増加） 30,334

　営業貸付金の増減額（△は増加） △18,378

　仕入債務の増減額（△は減少） △17,423

　未払消費税等の増減額（△は減少） 43,167

　その他 42,919

　小計 1,308,770

　利息及び配当金の受取額 1,851

　利息の支払額 △74,471

　支払手数料の支払額 △18,984

　法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △82,664

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,134,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出 △11,046

　無形固定資産の取得による支出 △141,007

　投資有価証券の償還による収入 210,000

　投資有価証券の払戻による収入 45,800

　投資有価証券の取得による支出 △327,804

　匿名組合出資金の払戻による収入 138,000

　その他 △27,313

　投資活動によるキャッシュ・フロー △113,372
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

　至 平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額（△は減少） △2,040,824

　長期借入れによる収入 1,725,000

　長期借入金の返済による支出 △102,919

　配当金の支払額 △20,781

　少数株主への払戻による支出 △322,264

　少数株主への配当金の支払額 △98,517

　少数株主からの払込みによる収入 150,000

　財務活動によるキャッシュ・フロー △710,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310,821

現金及び現金同等物の期首残高 155,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 466,183
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≪訂正後≫

　(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前四半期純利益 478,733

　減価償却費 64,011

　のれん償却額 225

　長期前払費用償却額 625

　負ののれん償却額 △68,777

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 92,385

　賞与引当金の増減額（△は減少） 152

　受取利息及び受取配当金 △1,162

　支払利息 77,842

　支払手数料 18,317

　投資有価証券評価損益（△は益） 2,900

　持分法による投資損益（△は益） 1,500

　固定資産除却損 4,836

　事務所移転費用 6,340

　売上債権の増減額（△は増加） 3,458

　たな卸資産の増減額（△は増加） 546,761

　未収消費税等の増減額（△は増加） 30,334

　営業貸付金の増減額（△は増加） △18,378

　仕入債務の増減額（△は減少） △17,423

　未払消費税等の増減額（△は減少） 43,167

　その他 42,919

　小計 1,308,770

　利息及び配当金の受取額 1,851

　利息の支払額 △74,471

　支払手数料の支払額 △18,984

　法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △82,664

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,134,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出 △11,046

　無形固定資産の取得による支出 △141,007

　投資有価証券の償還による収入 210,000

　投資有価証券の払戻による収入 45,800

　投資有価証券の取得による支出 △327,804

　匿名組合出資金の払戻による収入 138,000

　その他 △27,313

　投資活動によるキャッシュ・フロー △113,372
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

　至 平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額（△は減少） △2,040,824

　長期借入れによる収入 1,725,000

　長期借入金の返済による支出 △102,919

　配当金の支払額 △20,781

　少数株主への払戻による支出 △322,264

　少数株主への配当金の支払額 △98,517

　少数株主からの払込みによる収入 150,000

　財務活動によるキャッシュ・フロー △710,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310,821

現金及び現金同等物の期首残高 155,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 466,183

以　上

－13－


	リリース（短信訂正）財務諸表
	四半期連結貸借対照表
	四半期連結貸借対照表（訂正後）
	四半期連結貸借対照表

	四半期連結損益計算書
	四半期連結損益計算書（累計期間）

	四半期連結損益計算書
	四半期連結損益計算書（累計期間）

	四半期連結キャッシュ・フロー計算書（訂正前）
	四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	四半期連結キャッシュ・フロー計算書（訂正後）
	四半期連結キャッシュ・フロー計算書


	四半期連結損益計算書
	四半期連結損益計算書（累計期間）

	四半期連結貸借対照表（訂正前）
	四半期連結貸借対照表

	四半期連結貸借対照表（訂正前）
	四半期連結貸借対照表

	四半期連結キャッシュ・フロー計算書（訂正前）
	四半期連結キャッシュ・フロー計算書




