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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 

 

当社は、平成21年２月27日に発表いたしました「平成21年３月期第３四半期決算短信」の記載内容につい

て一部訂正がございますので、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、訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記  

 

1. 訂正理由 

当社の主要な子会社である株式会社NESTAGEにおいて、業務提携先である株式会社センタイに対し

て、商品の売却取引を実施しておりますが、第３四半期において商品払い出しの際にシステム処理ミスが

発生し、原価と同額の売上を誤計上していたため、訂正を行うこととなりました。また、実際の売上計上

は第４四半期であるため、これに対応する原価計上も第３四半期から第4 四半期に訂正することとなり

ました。さらに一部の取引先との取引につきましても、システム処理ミスにより第３四半期において売上

過大計上となる事態が発生していたため、当社の連結数値においても訂正が必要となりましたので、下記

のとおり訂正をいたしました。 



2. 訂正内容 

（訂正前） 

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） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年３月期第３四半期 23,250 111.7 △1,883 ― △2,378 ― △7,708 ― 

20年３月期第３四半期 20,822 ― △832 ― △1,534 ― △1,881 ― 

 

 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 

 円 銭 円 銭 

21年３月期第３四半期 △1,052.82 ― 

20年３月期第３四半期 △279.78 ― 

 

（訂正後） 

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） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年３月期第３四半期 22,908 110.0 △1,858 ― △2,353 ― △7,692 ― 

20年３月期第３四半期 20,822 ― △832 ― △1,534 ― △1,881 ― 

 

 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 

 円 銭 円 銭 

21年３月期第３四半期 △1,050.69 ― 

20年３月期第３四半期 △279.78 ― 

 

（訂正前） 

（２） 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

21年３月期第３四半期 18,105 368 △6.0 △117.93 

20年３月期 33,733 7,911 18.8 948.15 

（参考） 自己資本 21年3月期第3四半期 △1,082百万円   20年3月期 6,335百万円 

 

（訂正後） 

（２） 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

21年３月期第３四半期 18,277 392 △5.8 △116.24 

20年３月期 33,733 7,911 18.8 948.15 

（参考） 自己資本 21年3月期第3四半期 △1,063百万円   20年3月期 6,335百万円 



・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） 

＜省略＞ 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高23,250百万円、営業損失1,883百万円、経常

損失2,378百万円、四半期純損失7,708百万円となりました。 

 

（訂正後） 

＜省略＞ 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高22,908百万円、営業損失1,858百万円、経常

損失2,353百万円、四半期純損失7,692百万円となりました。 

 

〈流通事業〉 

（訂正前） 

＜省略＞ 

この結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高15,644百万円、営業損失348百万円となりまし

た。 

 

（訂正後） 

＜省略＞ 

この結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高15,302百万円、営業損失324百万円となりまし

た。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

（訂正前） 

当第３四半期連結累計期間末における資産合計は、18,105百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,628

百万円減少いたしました。主に、現金及び預金の減少1,785百万円、受取手形及び完成工事未収入金等の回

収による減少2,336百万円、販売及び評価損の計上によるたな卸資産の減少5,240百万円、出資金の評価損に

よる減少1,000百万円、固定資産の売却等に伴う減少5,280百万円によるものです。 

 

（訂正後） 

当第３四半期連結累計期間末における資産合計は、18,277百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,456

百万円減少いたしました。主に、現金及び預金の減少1,785百万円、受取手形及び完成工事未収入金等の回

収による減少2,426百万円、販売及び評価損の計上によるたな卸資産の減少4,984百万円、出資金の評価損に

よる減少1,000百万円、固定資産の売却等に伴う減少5,280百万円によるものです。 

 

（負債の部） 

（訂正前） 

当第３四半期連結累計期間末における負債合計は、17,737百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,084

百万円減少いたしました。主に、支払手形･工事未払金等の支払いによる減少709百万円、有利子負債の圧縮

による短期借入金(一年以内返済予定長期借入金を含む)の減少2,882百万円、長期借入金の減少2,549百万円

によるものです。 

 

（訂正後） 

当第３四半期連結累計期間末における負債合計は、17,884百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,937

百万円減少いたしました。主に、支払手形･工事未払金等の支払いによる減少823百万円、有利子負債の圧縮

による短期借入金(一年以内返済予定長期借入金を含む)の減少2,882百万円、長期借入金の減少2,549百万円

によるものです。 



（純資産の部） 

（訂正前） 

当第３四半期連結累計期間末における純資産合計は、368百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,543

百万円減少いたしました。主に、第３四半期累計純損失7,708百万円の計上による利益剰余金の減少による

ものです。 

 

（訂正後） 

当第３四半期連結累計期間末における純資産合計は、392百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,518

百万円減少いたしました。主に、第３四半期累計純損失7,692百万円の計上による利益剰余金の減少による

ものです。 

 



１．【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

（訂正前） 

  （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 1,370,880 3,156,489 

  受取手形・完成工事未収入金等 1,882,560 4,218,812 

  たな卸資産 4,148,790 9,389,662 

  その他 2,420,153 2,485,796 

  貸倒引当金 △76,077 △156,653 

  流動資産合計 9,746,307 19,094,107 

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 2,066,717 4,051,394 

   その他（純額） 2,239,677 2,743,392 

   有形固定資産合計 4,306,395 6,794,786 

  無形固定資産   

   のれん 1,387,614 2,071,156 

   その他 685,584 719,561 

   無形固定資産合計 2,073,199 2,790,717 

  投資その他の資産   

   その他 2,461,290 5,405,347 

   貸倒引当金 △481,840 △351,434 

   投資その他の資産合計 1,979,450 5,053,913 

  固定資産合計 8,359,044 14,639,417 

 資産合計 18,105,352 33,733,524 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 4,099,406 4,809,316 

  短期借入金 6,584,099 9,466,872 

  未払法人税等 57,145 122,949 

  引当金 108,302 75,645 

  その他 2,557,021 3,355,545 

  流動負債合計 13,405,976 17,830,329 

 固定負債   

  社債 1,136,893 1,070,000 

  長期借入金 2,013,993 4,563,385 

  引当金 27,520 199,281 

  負ののれん 268,743 573,136 

  その他 884,087 1,586,049 

  固定負債合計 4,331,238 7,991,853 

 負債合計 17,737,214 25,822,182 

 



（訂正後） 

  （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 1,370,880 3,156,489 

  受取手形・完成工事未収入金等 1,792,011 4,218,812 

  たな卸資産 4,404,876 9,389,662 

  その他 2,424,691 2,485,796 

  貸倒引当金 △74,075 △156,653 

  流動資産合計 9,918,384 19,094,107 

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 2,066,717 4,051,394 

   その他（純額） 2,239,677 2,743,392 

   有形固定資産合計 4,306,395 6,794,786 

  無形固定資産   

   のれん 1,387,614 2,071,156 

   その他 685,584 719,561 

   無形固定資産合計 2,073,199 2,790,717 

  投資その他の資産   

   その他 2,461,290 5,405,347 

   貸倒引当金 △481,840 △351,434 

   投資その他の資産合計 1,979,450 5,053,913 

  固定資産合計 8,359,044 14,639,417 

 資産合計 18,277,428 33,733,524 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 3,985,411 4,809,316 

  短期借入金 6,584,099 9,466,872 

  未払法人税等 57,145 122,949 

  引当金 108,302 75,645 

  その他 2,818,762 3,355,545 

  流動負債合計 13,553,721 17,830,329 

 固定負債   

  社債 1,136,893 1,070,000 

  長期借入金 2,013,993 4,563,385 

  引当金 27,520 199,281 

  負ののれん 268,743 573,136 

  その他 884,087 1,586,049 

  固定負債合計 4,331,238 7,991,853 

 負債合計 17,884,960 25,822,182 

 



（訂正前） 

  （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） 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 558,502 500,000 

  資本剰余金 3,665,503 3,607,001 

  利益剰余金 △4,767,660 2,940,531 

  自己株式 △535,113 △534,967 

  株主資本合計 △1,078,767 6,512,565 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △16,201 △212,081 

  繰延ヘッジ損益 ― △611 

  為替換算調整勘定 12,095 35,996 

  評価・換算差額等合計 △4,105 △176,696 

 新株予約権 29,047 ― 

 少数株主持分 1,421,963 1,575,472 

 純資産合計 368,137 7,911,342 

負債資本合計 18,105,352 33,733,524 

 

（訂正後） 

  （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） 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 558,502 500,000 

  資本剰余金 3,665,503 3,607,001 

  利益剰余金 △4,752,067 2,940,531 

  自己株式 △535,113 △534,967 

  株主資本合計 △1,063,174 6,512,565 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △16,201 △212,081 

  繰延ヘッジ損益 ― △611 

  為替換算調整勘定 12,095 35,996 

  評価・換算差額等合計 △4,105 △176,696 

 新株予約権 29,047 ― 

 少数株主持分 1,430,701 1,575,472 

 純資産合計 392,468 7,911,342 

負債資本合計 18,277,428 33,733,524 

 



(2) 【四半期連結損益計算書】 

  【第３四半期連結累計期間】 

（訂正前） 

 （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 23,250,413 

売上原価 20,963,410 

売上総利益 2,287,003 

販売費及び一般管理費 4,170,024 

営業損失（△） △1,883,021 

営業外収益  

 受取利息 73,013 

 受取配当金 9,352 

 負ののれん償却額 117,894 

 その他 79,427 

 営業外収益合計 279,688 

営業外費用  

 支払利息 673,751 

 その他 101,001 

 営業外費用合計 774,753 

経常損失（△） △2,378,086 

特別利益  

 前期損益修正益 1,407 

 固定資産売却益 566 

 関係会社株式売却益 322,970 

 受取補償金 86,498 

 その他 138,830 

 特別利益合計 550,273 

特別損失  

 固定資産売却損 355,411 

 たな卸資産評価損 2,338,616 

 関係会社株式売却損 240,864 

 出資金評価損 1,000,000 

 その他 1,902,877 

 特別損失合計 5,837,769 

税金等調整前四半期純損失（△） △7,665,582 

法人税、住民税及び事業税 115,697 

法人税等調整額 34,956 

法人税等合計 150,653 

少数株主損失（△） △108,044 

四半期純損失（△） △7,708,191 

 



（訂正後） 

 （単位：千円） 

 当第３四半期連結累計計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

売上高 22,908,090 

売上原価 20,598,757 

売上総利益 2,309,332 

販売費及び一般管理費 4,168,023 

営業損失（△） △1,858,690 

営業外収益  

 受取利息 73,013 

 受取配当金 9,352 

 負ののれん償却額 117,894 

 その他 79,427 

 営業外収益合計 279,688 

営業外費用  

 支払利息 673,751 

 その他 101,001 

 営業外費用合計 774,753 

経常損失（△） △2,353,755 

特別利益  

 前期損益修正益 1,407 

 固定資産売却益 566 

 関係会社株式売却益 322,970 

 受取補償金 86,498 

 その他 138,830 

 特別利益合計 550,273 

特別損失  

 固定資産売却損 355,411 

 たな卸資産評価損 2,338,616 

 関係会社株式評価損 240,864 

 出資金評価損 1,000,000 

 その他 1,902,877 

 特別損失合計 5,837,769 

税金等調整前四半期純損失（△） △7,641,251 

法人税、住民税及び事業税 115,697 

法人税等調整額 34,956 

法人税等合計 150,653 

少数株主損失（△） △99,306 

四半期純損失（△） △7,692,598 

 



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（訂正前） 

 （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損失（△） △7,665,582 

 減価償却費 432,753 

 のれん償却額 244,055 

 負ののれん償却額 △117,894 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 123,988 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △30,539 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,800 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △166,021 

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △6,704 

 受取利息及び受取配当金 △82,365 

 支払利息 673,751 

 為替差損益（△は減少） 13,018 

 持分法による投資損益（△は益） △6,435 

 固定資産売却損益（△は益） 354,845 

 固定資産除却損 13,587 

 投資有価証券売却損益（△は益） 158,267 

 投資有価証券評価損益（△は益） 438,345 

 出資金評価損 1,000,000 

 関係会社株式売却損益（△は益） △82,106 

 売上債権の増減額（△は増加） 2,182,648 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,309,649 

 仕入債務の増減額（△は減少） △508,181 

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 240,146 

 その他 789,626 

 小計 1,300,053 

 利息及び配当金の受取額 42,451 

 利息の支払額 △235,407 

 法人税等の支払額 △179,056 

営業活動によるキャッシュ・フロー 928,040 

 



（訂正後） 

 （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損失（△） △7,641,251 

 減価償却費 432,753 

 のれん償却額 244,055 

 負ののれん償却額 △117,894 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 121,987 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △30,539 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,800 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △166,021 

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △6,704 

 受取利息及び受取配当金 △82,365 

 支払利息 673,751 

 為替差損益（△は減少） 13,018 

 持分法による投資損益（△は益） △6,435 

 固定資産売却損益（△は益） 354,845 

 固定資産除却損 13,587 

 投資有価証券売却損益（△は益） 158,267 

 投資有価証券評価損益（△は益） 438,345 

 出資金評価損 1,000,000 

 関係会社株式売却損益（△は益） △82,106 

 売上債権の増減額（△は増加） 2,273,197 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,053,562 

 仕入債務の増減額（△は減少） △622,176 

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 240,146 

 その他 1,046,829 

 小計 1,300,053 

 利息及び配当金の受取額 42,451 

 利息の支払額 △235,407 

 法人税等の支払額 △179,056 

営業活動によるキャッシュ・フロー 928,040 

 



 (4) 継続企業の前提に関する注記 

（訂正前） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

前連結会計年度において、事業再編に伴う特別損失を多額に計上したこと等により1,843,950千円の当期

純損失となりました。また、第１四半期連結会計期間において、ジェイオー建設㈱の販売用不動産である「ガ

ーデンモール木津川」の評価損及び出資金の評価損を計上したこと等により4,016,875千円の四半期純損失

となり、第２四半期連結会計期間においては、子会社を売却したことによる損失や固定資産売却損等により、

2,356,744千円の四半期純損失となりました。さらに、当第３四半期連結会計期間において、子会社を売却

したことに伴う損失や投資有価証券評価損を計上したこと等により、1,334,571千円の四半期純損失となり

ました。 

 

（訂正後） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

前連結会計年度において、事業再編に伴う特別損失を多額に計上したこと等により1,843,950千円の当期

純損失となりました。また、第１四半期連結会計期間において、ジェイオー建設㈱の販売用不動産である「ガ

ーデンモール木津川」の評価損及び出資金の評価損を計上したこと等により4,016,875千円の四半期純損失

となり、第２四半期連結会計期間においては、子会社を売却したことによる損失や固定資産売却損等により、

2,356,744千円の四半期純損失となりました。さらに、当第３四半期連結会計期間において、子会社を売却

したことに伴う損失や投資有価証券評価損を計上したこと等により、1,318,978千円の四半期純損失となり

ました。 

 



(5) セグメント情報 

 【事業の種類別セグメント】 

当第３四半期連結累計期間 

（訂正前） 

 

 

建設事業 不動産事

業 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

関連事業 

交通関連

事業 

投資事業 流通事業 その他の

事業 

計 消去又は

全社 

連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高           

（1） 外部顧客に 

対する売上 

高 

582,302 249,948 3,835,611 1,562,524 ― 15,644,418 1,372,879 23,247,686 2,727 23,250,413 

（2） セグメント 

間の内部売 

上高又は振 

替高 

1,944 15,946 ― 1,286 ― ― 2,895 22,072 (22,072) ― 

計 584,246 265,895 3,835,611 1,563,811 ― 15,644,418 1,375,775 23,269,759 (19,345) 23,250,413 

営業利益又は 

営業損失（△） 
△543,487 △457,351 281,577 △30,075 △241,030 △348,810 △302,667 △1,641,845 (241,176) △1,883,021 

 

（訂正後） 

 

 

建設事業 不動産事

業 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

関連事業 

交通関連

事業 

投資事業 流通事業 その他の

事業 

計 消去又は

全社 

連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高           

（1） 外部顧客に 

対する売上 

高 

582,302 249,948 3,835,611 1,562,524 ― 15,302,095 1,372,879 22,905,362 2,727 22,908,090 

（2） セグメント 

間の内部売 

上高又は振 

替高 

1,944 15,946 ― 1,286 ― ― 2,895 22,072 (22,072) ― 

計 584,246 265,895 3,835,611 1,563,811 ― 15,302,095 1,375,775 22,927,435 (19,345) 22,908,090 

営業利益又は 

営業損失（△） 
△543,487 △457,351 281,577 △30,075 △241,030 △324,479 △302,667 △1,617,514 (241,176) △1,858,690 

 

以上 


