
平成 21 年５月 11 日 
各      位 

会 社 名    ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｺﾝﾃﾝﾂ信託株式会社 
代表者名    代表取締役社長   平田  充 

（コード番号 ４８１５ 東証マザーズ） 
問い合わせ先  執行役員総務部長  管野 吉信 

（TEL． ０３－３４３４－５６５１ ） 
 

（訂正）平成 21 年４月 30 日に発表した過年度決算短信の訂正の 

一部訂正について 
 

 当社が、平成 21 年４月 30 日に開示いたしました過年度決算短信の訂正のうち、以下の決算短信の記

載内容につきまして、一部、確認ミスによる誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 なお、訂正箇所は太字で表示しております。 

 

 

１． 平成 19 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（個別） 

２． 平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

 

記 

 

１． 平成 19 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（個別） 
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（一株当たり情報） 
【訂正前】 
（訂正後） 
前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産 

          17,065円  6銭 

１株当たり四半期純損失 

              3,663円 90銭   

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

１株当たり純資産 

11,126円 23銭 

１株当たり四半期純損失 

977円 13銭 

同左 

１株当たり純資産 

         12,077円 75銭 

１株当たり当期純損益失 

         5,511円 70銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。また、当社

は平成17年11月18日付で１株を２株

とする株式分割を行っております。

（注）１株あたり四半期(当期)純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 



 

 前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日
  至 平成17年６月30日)

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益    

四半期（当期）純利益 △309,748千円 △203,269千円 △1,021,821千円 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る四半期（当期）
純利益 

△309,748千円 △203,266千円 △1,021,821千円 

期中平均株式数 84,540.30株 208,023.00株 185,391.50株 

 

【訂正後】 
（訂正後） 
前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産 

          17,065円  6銭 

１株当たり四半期純損失 

              3,663円 90銭   

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

１株当たり純資産 

11,099円 20銭

１株当たり四半期純損失 

977円 13銭 

同左 

１株当たり純資産 

         12,077円 75銭 

１株当たり当期純損益失 

         5,511円 70銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。また、当社

は平成17年11月18日付で１株を２株

とする株式分割を行っております。

（注）１株あたり四半期(当期)純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日
  至 平成17年６月30日)

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益    

四半期（当期）純利益 △309,748千円 △203,269千円 △1,021,821千円 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る四半期（当期）
純利益 

△309,748千円 △203,269千円 △1,021,821千円 

期中平均株式数 84,540.30株 208,023.00株 185,391.50株 
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【訂正前】 

（訂正後） 

 

 
当第２四半期連結会計期間末

（平成 20 年９月 30 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 25,880 65,165

短期借入金 137,171 ※1 90,000

未払法人税等 5,342 5,652

未払金 150,777 70,724

組合出資預り金 8,168 8,168

預り金 158,238 12,782

その他 6,149 4,775

流動負債合計 491,728 257,270

固定負債 

持分法適用に伴う負債 － 120,000

固定負債合計 － 120,000

負債合計 491,728 337,270

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,371,348 2,280,032

資本剰余金 2,282,948 2,191,632

利益剰余金 △4,518,852 △4,082,995

自己株式 △2,007 △2,038

株主資本合計 133,436 386,631

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 － △1,340

評価・換算差額等合計 － △1,340

新株予約権 2,392 －

少数株主持分 166,132 353,788

純資産合計 301,961 739,079

負債純資産合計 793,690 1,116,350



【訂正後】 

（訂正後） 

 

以上 
 

 
当第２四半期連結会計期間末

（平成 20 年９月 30 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 25,880 65,165

短期借入金 137,171 ※1 90,000

未払法人税等 5,342 5,652

未払金 150,777 70,724

組合出資預り金 8,168 8,168

預り金 158,238 12,782

その他 6,149 4,775

流動負債合計 491,728 257,270

固定負債 

持分法適用に伴う負債 － 120,000

固定負債合計 － 120,000

負債合計 491,728 377,270

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,371,348 2,280,032

資本剰余金 2,282,948 2,191,632

利益剰余金 △4,518,852 △4,082,995

自己株式 △2,007 △2,038

株主資本合計 133,436 386,631

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 － △1,340

評価・換算差額等合計 － △1,340

新株予約権 2,392 －

少数株主持分 166,132 353,788

純資産合計 301,961 739,079

負債純資産合計 793,690 1,116,350


