
    
   

平成 21年 6月 29日 
各  位   

 
会 社 名  株式会社 塩見ホールディングス 
代表者名  代表取締役社長  塩 見  信 孝 

（コード番号2414・大証２部） 
問合せ先  総務部次長     佐 藤  邦 治 

                        Ｔ Ｅ Ｌ  082-568-8128 
 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21年 3月期 決算短信」の一部訂正について 
 
   平成 21年 5月 31日に発表いたしました「平成 21年 3月期 決算短信」 ならびに平成 21年 6月 
 3 日に発表いたしました「（訂正・数値デ－タ訂正あり）「平成 21年 3月期 決算短信」の一部訂正に
ついて」の記載内容につきまして、一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。 

なお、訂正箇所には＿（下線）を付しております。 
 

記 
 
【1ページ】サマリ情報 1.21年 3月期の連結業績（平成 20年 4月 1日～平成 21年 3月 31日） 

 
  ＜訂正前＞ 
  （3）連結キャッシュフロ－の状況 

    営業活動によるキャッシュ・フロ－ 投資活動によるキャッシュ・フロ－ 財務活動によるキャッシュ・フロ－ 現金及び現金同等物期末残高 

 
21年 3月期 
20年 3月期 

百万円 
1,194 
△1,104 

百万円 
△1,952 
△2,830 

百万円 
1,369 
3,039 

百万円 
120 

1,385 
   
  ＜訂正後＞ 
  （3）連結キャッシュフロ－の状況 

    営業活動によるキャッシュ・フロ－ 投資活動によるキャッシュ・フロ－ 財務活動によるキャッシュ・フロ－ 現金及び現金同等物期末残高 

 
21年 3月期 
20年 3月期 

百万円 
1,211 

△1,104 

百万円 
△3,110 
△2,830 

百万円 
648 

3,039 

百万円 
120 

1,385 
 
【ページ 4】1.経営成績 （2）財政状態に関する分析 ② キャッシュ・フローの状況 
 
  ＜訂正前＞ 
  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動によるキャシュ・フローは、税金等調整前当期純損失5,641百万円（前年同期は490百

万円の税金等調整前当期純利益）を計上しておりますが、売上債権の減少額3,296百万円（前年同期は722百万円の

増加）、未成業務・工事受入金等の増加額2,046百万円（前年同期は792百万円の減少）等により1,194百万円の収入

（前年同期は1,104百万円の支出）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収による収入6,031百万円（前年同期比

117.6％増）、短期貸付けによる支出8,943百万円（前年同期は3,863百万円の支出）、長期貸付けによる支出1,893

百万円（前年同期は464百万円の支出）等により、1,952百万円の使用（前年同期は2,830百万円の使用）となりまし

た。 

 



                                     

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1,912百万円（前年同期 

は2,347百万円の支出）、配当金の支払額327百万円（前年同期は380百万円の支払額）等がありましたが、短期借 

入金純収入額2,729百万円（前期比14.4％減）、長期借入れによる収入970百万円（前期比63.5％減）等により、 

1,369百万円の収入（前期比54.9％減）となりました。 

  

  ＜訂正後＞ 
  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動によるキャシュ・フローは、税金等調整前当期純損失5,641百万円（前年同期は490百

万円の税金等調整前当期純利益）を計上しておりますが、売上債権の減少額3,296百万円（前年同期は722百万円の

増加）、未成業務・工事受入金等の増加額2,046百万円（前年同期は792百万円の減少）等により1,211百万円の収入

（前年同期は1,104百万円の支出）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収による収入5,842百万円（前年同期比

110.7％増）、短期貸付けによる支出8,943百万円（前年同期は3,863百万円の支出）、長期貸付けによる支出1,893

百万円（前年同期は464百万円の支出）等により、3,110百万円の使用（前年同期は2,830百万円の使用）となりまし

た。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1,912百万円（前年同期 

は2,347百万円の支出）、配当金の支払額327百万円（前年同期は380百万円の支払額）等がありましたが、短期借 

入金純増額2,008百万円（前期比37.0％減）、長期借入れによる収入970百万円（前期比63.5％減）等により、 

648百万円の収入（前期比78.7％減）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

【ページ 14,15】（4）連結キャッシュ・フロ－計算書 
 
＜訂正前＞ 

（単位：千円） 

前連結会計年度        当連結会計年度 

(自 平成19年4月1日       (自 平成20年4月1日 

至 平成20年3月31日)        至 平成21年3月31日) 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益                                            490,496               △5,641,466 

減価償却費                                                        577,157                   563,167 

のれん及び負ののれん償却額                                      △200,762                 △174,350 

貸倒引当金の増減額（△は減少）                                      7,027                 2,142,343 

賞与引当金の増減額（△は減少）                                   △54,942                  △10,752 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）                              3,527                   △7,706 

受注損失引当金の増減額（△は減少）                               △54,063                    30,160 

退職給付引当金の増減額（△は減少）                                △1,754                  △78,698 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                              1,148                    85,656 

受取利息及び受取配当金                                          △105,259                 △238,246 

支払利息                                                          636,895                   583,935 

固定資産売却損益（△は益）                                      △205,189                 △316,452 

固定資産除却損                                                     35,695                    48,705 

減損損失                                                          109,286                   114,511 

投資有価証券評価損益（△は益）                                     11,308                    34,152 

投資有価証券売却損益（△は益）                                      △721                   △5,899 

関係会社株式売却損益（△は益）                                   △40,894                 2,193,518 

関係会社株式評価損                                                     －                    40,747 

貸倒損失                                                          212,605                    10,743 

遅延損害金                                                             －                   254,629 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）                                 －                   614,000 

事業整理損失                                                           －                   379,842 

事業譲渡損益（△は益）                                                 －               △1,191,418 

関係会社閉鎖損失                                                   12,584                        － 

販売用不動産の増減額（△は増加）                                       －                 △575,584 

前渡金の増減額（△は増加）                                             －                    38,231 

持分法による投資損益（△は益）                                    △4,537                    60,062 

売上債権の増減額（△は増加）                                    △722,163                 3,296,679 

未成業務・工事支出金の増減額（△は増加）                        △357,087               △2,657,168 

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）                          △205,711                    12,880 

仕入債務の増減額（△は減少）                                    △980,040                   553,292 

未払消費税等の増減額（△は減少）                                       －                     8,526 

未成業務・工事受入金等の増減額（△は減少）                      △792,703                 2,046,661 

その他                                                          1,189,514                 △664,008 

小計                                                            △438,581                 1,550,696 

利息及び配当金の受取額                                             86,130                   107,963 

利息の支払額                                                    △623,694                 △437,689 

法人税等の支払額                                                △128,275                  △26,315 

営業活動によるキャッシュ・フロー                              △1,104,420                 1,194,655 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出                                          △317,171                 △126,304 



                                     

定期預金の払戻による収入                                            286,416                   459,288 

有形固定資産の取得による支出                                    △2,567,995               △1,242,092 

有形固定資産の売却による収入                                      1,152,559                 1,713,586 

無形固定資産の取得による支出                                       △39,003                  △13,509 

無形固定資産の売却による収入                                             －                     4,057 

投資有価証券の取得による支出                                       △12,922                   △1,377 

投資有価証券の売却による収入                                         16,661                    32,786 

新規連結子会社の取得による支出                                     △74,709                        － 

子会社株式の売却による収入                                          328,262                        － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による             71,779                   409,075 

収入 

関係会社株式の取得による支出                                             －                 △176,404 

関係会社株式の売却による収入                                             －                   116,057 

事業譲渡による収入                                                       －                   103,032 

事業譲受による支出                                                 △94,373                   △5,956 

短期貸付けによる支出                                            △3,863,923               △8,943,254 

短期貸付金の回収による収入                                        2,772,242                 6,031,479 

長期貸付けによる支出                                              △464,972               △1,893,011 

長期貸付金の回収による収入                                           83,067                 1,521,868 

その他                                                            △106,478                    58,088 

投資活動によるキャッシュ・フロー                                △2,830,561               △1,952,589 

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）                                  3,187,498                 2,729,681 

長期借入れによる収入                                              2,660,000                   970,550 

長期借入金の返済による支出                                      △2,347,533               △1,912,062 

社債の発行による収入                                                291,210                        － 

社債の償還による支出                                              △371,000                  △69,000 

自己株式の取得による支出                                               △57                       △6 

配当金の支払額                                                    △380,653                 △327,098 

ファイナンス・リース債務の返済による支出                                 －                  △22,613 

財務活動によるキャッシュ・フロー                                  3,039,464                 1,369,450 

現金及び現金同等物に係る換算差額                                        △414                      △72 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                              △895,931                   611,443 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額                              △5,818               △1,876,139 

現金及び現金同等物の期首残高                                        2,287,241             ※1 1,385,490 

現金及び現金同等物の期末残高                                    ※1 1,385,490               ※1 120,794 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

＜訂正後＞ 
（単位：千円） 

前連結会計年度        当連結会計年度 

(自 平成19年4月1日       (自 平成20年4月1日 

至 平成20年3月31日)        至 平成21年3月31日) 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益                                            490,496                △5,641,466 

減価償却費                                                        577,157                    563,167 

のれん及び負ののれん償却額                                      △200,762                  △174,350 

貸倒引当金の増減額（△は減少）                                      7,027                  2,142,343 

賞与引当金の増減額（△は減少）                                   △54,942                   △10,752 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）                              3,527                    △7,706 

受注損失引当金の増減額（△は減少）                               △54,063                     30,160 

退職給付引当金の増減額（△は減少）                                △1,754                   △78,698 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                              1,148                     85,656 

受取利息及び受取配当金                                          △105,259                  △238,246 

支払利息                                                          636,895                    583,935 

固定資産売却損益（△は益）                                      △205,189                  △316,452 

固定資産除却損                                                     35,695                     48,705 

減損損失                                                          109,286                    114,511 

投資有価証券評価損益（△は益）                                     11,308                     34,152 

投資有価証券売却損益（△は益）                                      △721                    △5,899 

関係会社株式売却損益（△は益）                                   △40,894                  2,243,283 

関係会社株式評価損                                                     －                     40,747 

貸倒損失                                                          212,605                     10,743 

遅延損害金                                                             －                    254,629 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）                                 －                    614,000 

事業整理損失                                                           －                    379,842 

事業譲渡損益（△は益）                                                 －                △1,191,418 

関係会社閉鎖損失                                                   12,584                         － 

販売用不動産の増減額（△は増加）                                       －                  △575,584 

前渡金の増減額（△は増加）                                             －                     38,231 

持分法による投資損益（△は益）                                    △4,537                     60,062 

売上債権の増減額（△は増加）                                    △722,163                  3,296,679 

未成業務・工事支出金の増減額（△は増加）                        △357,087                △2,657,168 

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）                          △205,711                     12,880 

仕入債務の増減額（△は減少）                                    △980,040                    553,292 

未払消費税等の増減額（△は減少）                                       －                      8,526 

未成業務・工事受入金等の増減額（△は減少）                      △792,703                  2,046,661 

その他                                                          1,189,514                  △697,155 

小計                                                            △438,581                  1,567,315 

利息及び配当金の受取額                                             86,130                    107,963 

利息の支払額                                                    △623,694                  △437,689 

法人税等の支払額                                                △128,275                   △26,315 

営業活動によるキャッシュ・フロー                              △1,104,420                  1,211,274 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出                                          △317,171                 △126,304 

定期預金の払戻による収入                                            286,416                   459,288 

有形固定資産の取得による支出                                    △2,567,995               △1,242,092 



                                     

有形固定資産の売却による収入                                      1,152,559                 1,713,586 

無形固定資産の取得による支出                                       △39,003                  △13,509 

無形固定資産の売却による収入                                             －                     4,057 

投資有価証券の取得による支出                                       △12,922                   △1,377 

投資有価証券の売却による収入                                         16,661                    32,786 

新規連結子会社の取得による支出                                     △74,709                        － 

子会社株式の売却による収入                                          328,262                        － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による             71,779                 △596,922 

収入 

関係会社株式の取得による支出                                             －                 △176,404 

関係会社株式の売却による収入                                             －                   116,057 

事業譲渡による収入                                                       －                   103,032 

事業譲受による支出                                                 △94,373                   △5,956 

短期貸付けによる支出                                            △3,863,923               △8,943,254 

短期貸付金の回収による収入                                        2,772,242                 5,842,479 

長期貸付けによる支出                                              △464,972               △1,893,011 

長期貸付金の回収による収入                                           83,067                 1,521,868 

その他                                                            △106,478                    95,393 

投資活動によるキャッシュ・フロー                                △2,830,561               △3,110,282 

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）                                  3,187,498                 2,008,987 

長期借入れによる収入                                              2,660,000                   970,550 

長期借入金の返済による支出                                      △2,347,533               △1,912,062 

社債の発行による収入                                                291,210                        － 

社債の償還による支出                                              △371,000                  △69,000 

自己株式の取得による支出                                               △57                       △6 

配当金の支払額                                                    △380,653                 △327,098 

ファイナンス・リース債務の返済による支出                                 －                  △22,613 

財務活動によるキャッシュ・フロー                                  3,039,464                   648,757 

現金及び現金同等物に係る換算差額                                        △414                      △72 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                              △895,931               △1,250,323 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額                              △5,818                 △14,372 

現金及び現金同等物の期首残高                                        2,287,241             ※1 1,385,490 

現金及び現金同等物の期末残高                                    ※1 1,385,490               ※1 120,794 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

【ページ 25】（8）注記事項 （連結貸借対照表関係） 
 
＜訂正前＞ 

前連結会計年度 

（平成20年3月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年3月31日） 

３.受取手形割引高       2,554,300千円 

４.受取手形裏書譲渡高       205,197千円 

５.偶発債務 

  下記の会社等について、以下の債務保証を行ってお 

ります。 

 

保証先 内容 金額 

学校法人 萩学園 借入債務 730,000千円 

借入債務 300,000千円 

割賦債務 10,048千円 

成菱産業㈱ 

計 310,048千円 

借入債務 500,000千円 

リース債務 111,447千円 

興繕セキシン㈱ 

計 611,447千円 

借入債務 300,000千円 

リース債務 8,390千円 

㈱日本不動産管理 

計 308,390千円 

ホームポイント㈱ 借入債務 700,000千円 

㈱商業開発 借入債務 300,000千円 

㈱ステップアップ 借入債務 300,000千円 

根石電機工業㈱ 借入債務 300,000千円 

㈱ムロト 借入債務 300,000千円 

借入債務 99,208千円 

リース債務 15,728千円 

㈱みらい 

計 114,937千円 

㈱エネシステム 借入債務 30,000千円 

合計  4,004,823千円 

 

 

 

 

 

 

３.受取手形割引高        129,481千円 

４.受取手形裏書譲渡高       50,990千円 

５.偶発債務 

  下記の会社等について、以下の債務保証を行ってお 
ります。 
 

保証先 内容 金額 

借入債務 1,264,784千円 

リース債務 348,875千円 

㈱成幸利根 

計 1,613,659千円 

学校法人 萩学園 借入債務 429,072千円 

借入債務 304,000千円 

リース債務 3,290千円 

㈱アクーズ会津 

計 307,290千円 

借入債務 120,866千円 

仕入債務 99,801千円 

㈱北陸建材社 

計 220,667千円 

㈱Ｚ 借入債務 195,000千円 

借入債務 94,414千円 

リース債務 8,689千円 

㈱みらい 

計 103,103千円 

興繕セキシン㈱ リース債務 88,389千円 

借入債務 73,039千円 

リース債務 815千円 

インシナー商事㈱ 

計 73,854千円 

㈱ヤマト建材 借入債務 70,433千円 

利根ジオテック㈱ 借入債務 50,000千円 

㈱エネシステム 借入債務 30,000千円 

㈱日本不動産管理 リース債務 5,141千円 

㈱富士設備 仕入債務 1,538千円 

合計  3,188,146千円 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                     

＜訂正後＞ 
前連結会計年度 

（平成20年3月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年3月31日） 

３.受取手形割引高       2,554,300千円 

４.受取手形裏書譲渡高       205,197千円 

５.偶発債務 

  下記の会社等について、以下の債務保証を行ってお 

ります。 

 

保証先 内容 金額 

学校法人 萩学園 借入債務 730,000千円 

借入債務 300,000千円 

割賦債務 10,048千円 

成菱産業㈱ 

計 310,048千円 

借入債務 500,000千円 

リース債務 111,447千円 

興繕セキシン㈱ 

計 611,447千円 

借入債務 300,000千円 

リース債務 8,390千円 

㈱日本不動産管理 

計 308,390千円 

ホームポイント㈱ 借入債務 700,000千円 

㈱商業開発 借入債務 300,000千円 

㈱ステップアップ 借入債務 300,000千円 

根石電機工業㈱ 借入債務 300,000千円 

㈱ムロト 借入債務 300,000千円 

借入債務 99,208千円 

リース債務 15,728千円 

㈱みらい 

計 114,937千円 

㈱エネシステム 借入債務 30,000千円 

合計  4,004,823千円 

 

 

 

 

 

 

３.受取手形割引高        129,481千円 

４.受取手形裏書譲渡高       50,990千円 

５.偶発債務 

  下記の会社等について、以下の債務保証を行ってお 
ります。 
 

保証先 内容 金額 

借入債務 1,264,784千円 

リース債務 89,081千円 

㈱成幸利根 

計 1,353,578千円 

学校法人 萩学園 借入債務 429,072千円 

借入債務 120,866千円 

仕入債務 31,047千円 

㈱北陸建材社 

計 151,913千円 

㈱Ｚ(旧 ㈱Ｋワークス) 借入債務 195,000千円 

借入債務 94,414千円 

リース債務 8,575千円 

㈱みらい 

計 102,989千円 

興繕セキシン㈱ リース債務 84,180千円 

借入債務 73,039千円 

リース債務 815千円 

インシナー商事㈱ 

計 73,854千円 

㈱ヤマト建材 借入債務 62,421千円 

㈱エネシステム 借入債務 30,000千円 

㈱日本不動産管理 リース債務 5,141千円 

㈱Actus One リース債務 3,360千円 

㈱アクーズ会津 リース債務 3,133千円 

㈱富士設備 仕入債務 1,538千円 

合計  2,496,179千円  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

【ページ 27】（8）注記事項 （連結損益計算書関係） 
 
＜訂正前＞ 

前連結会計年度 

（自 平成19年4月 1日 

   至 平成20年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年4月 1日 

   至 平成21年3月31日） 

当連結会計年度において、特殊工法による工事が終了したこ 

とにより当該特殊用途の建設機械の稼動見込を検討した結果、 

リース契約で利用していた建設機械について今後使用する可能 

性が低いことが判明したため、減損損失（32,903千円）として 

特別損失に計上しております。その内訳は、リース資産（機械 

装置及び運搬具）32,903千円であります。 

当連結会計年度において、当社グループの設計事業のうち岩 

手県内で営む設計事業、建設事業のうち鉄筋・型枠工事及びそ 

の他事業のうち有料老人ホーム経営の各事業の赤字が継続して 

いたことから、今後の事業展開等を総合的に判断した結果、確 

実性の高い将来キャッシュ・フローの発生を見積もることが困 

難であると判断し、当該事業におけるのれんについて、減損損 

失（76,383千円）として、特別損失に計上しております。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は、いずれも回収額 

はないものとして評価しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自社使用資産） 

当連結会計年度において、当社において営業赤字を計上して 

いること及び当社グループにおいて組織再編成を推し進めてい 

ることから当社の自社使用資産について今後の事業展開等を総 

合的に判断した結果、確実性の高い将来キャッシュ・フローの 

発生を見積もることが困難であると判断し、当該資産につい 

て、減損損失（10,664千円）として、特別損失に計上しており 

ます。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、回収額はないも 

のとして評価しております。 

（遊休不動産） 

当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休不動 

産について著しい時価の下落が認められたため、当該資産グル 

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損 

損失（2,449千円）として、特別損失に計上しております。当該 

資産グループの回収可能価額は、正味売却価格により測定して 

おり、土地については固定資産税評価額を基礎として算定した 

公示価格相当額、建物については固定資産税評価額により評価 

しております。 

（投資不動産） 

当連結会計年度において、投資目的で所有している不動産に 

ついて著しい時価の下落が認められたため、当該資産グループ 

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失 

（6,786千円）として、特別損失に計上しております。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価格に 

より測定しており、土地については固定資産税評価額を基礎と 

して算定した公示価格相当額、建物については固定資産税評価 

額により評価しております。 

（賃貸不動産） 

当連結会計年度において、賃貸不動産について賃料水準の大 

幅な下落及び継続的な地価の下落により、当該資産グループの 

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失 

（18,335千円）として、特別損失に計上しております。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価格に 

より測定しており、土地については固定資産税評価額を基礎と 

して算定した公示価格相当額、建物については固定資産税評価 

額により評価しております。また、当該資産グループについ 

て、使用価値とした場合は、将来キャッシュ・フローを５％で 

割り引いて算定しております。 

（のれん） 

当連結会計年度において、当社グループの設計事業のうち東 

京都内で営む設計事業、建材事業及びその他事業のうち人材派 

遣事業の各事業子会社において事業譲受時に計上されたのれん 

について、収益性の低下が認められたため、今後の事業展開等 



                                     

を総合的に判断した結果、確実性の高い将来キャッシュ・フロ 

ーの発生を見積もることが困難であると判断し、当該事業にお 

けるのれんについて、減損損失（76,278千円）として、特別損 

失に計上しております。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は、いずれも回収額 

はないものとして評価しております。 

 
 
＜訂正後＞ 

前連結会計年度 

（自 平成19年4月 1日 

   至 平成20年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年4月 1日 

   至 平成21年3月31日） 

当連結会計年度において、特殊工法による工事が終了したこ 

とにより当該特殊用途の建設機械の稼動見込を検討した結果、 

リース契約で利用していた建設機械について今後使用する可能 

性が低いことが判明したため、減損損失（32,903千円）として 

特別損失に計上しております。その内訳は、リース資産（機械 

装置及び運搬具）32,903千円であります。 

当連結会計年度において、当社グループの設計事業のうち岩 

手県内で営む設計事業、建設事業のうち鉄筋・型枠工事及びそ 

の他事業のうち有料老人ホーム経営の各事業の赤字が継続して 

いたことから、今後の事業展開等を総合的に判断した結果、確 

実性の高い将来キャッシュ・フローの発生を見積もることが困 

難であると判断し、当該事業におけるのれんについて、減損損 

失（76,383千円）として、特別損失に計上しております。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は、いずれも回収額 

はないものとして評価しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自社使用資産） 

当連結会計年度において、当社において営業赤字を計上して 

いること及び当社グループにおいて組織再編成を推し進めてい 

ることから当社の自社使用資産について今後の事業展開等を総 

合的に判断した結果、確実性の高い将来キャッシュ・フローの 

発生を見積もることが困難であると判断し、当該資産につい 

て、減損損失（10,664千円）として、特別損失に計上しており 

ます。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、回収額はないも 

のとして評価しております。 

（遊休不動産） 

当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休不動 

産について著しい時価の下落が認められたため、当該資産グル 

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損 

損失（2,448千円）として、特別損失に計上しております。当該 

資産グループの回収可能価額は、正味売却価格により測定して 

おり、土地については固定資産税評価額を基礎として算定した 

公示価格相当額、建物については固定資産税評価額により評価 

しております。 

（投資不動産） 

当連結会計年度において、投資目的で所有している不動産に 

ついて著しい時価の下落が認められたため、当該資産グループ 

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失 

（6,786千円）として、特別損失に計上しております。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価格に 

より測定しており、土地については固定資産税評価額を基礎と 

して算定した公示価格相当額、建物については固定資産税評価 

額により評価しております。 

（賃貸不動産） 

当連結会計年度において、賃貸不動産について賃料水準の大 

幅な下落及び継続的な地価の下落により、当該資産グループの 

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失 

（18,335千円）として、特別損失に計上しております。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価格に 

より測定しており、土地については固定資産税評価額を基礎と 

して算定した公示価格相当額、建物については固定資産税評価 

額により評価しております。また、当該資産グループについ 

て、使用価値とした場合は、将来キャッシュ・フローを５％で 



                                     

割り引いて算定しております。 

（のれん） 

当連結会計年度において、当社グループの設計事業のうち東 

京都内で営む設計事業、建材事業及びその他事業のうち人材派 

遣事業の各事業子会社において事業譲受時に計上されたのれん 

について、収益性の低下が認められたため、今後の事業展開等 

を総合的に判断した結果、確実性の高い将来キャッシュ・フロ 

ーの発生を見積もることが困難であると判断し、当該事業にお 

けるのれんについて、減損損失（76,277千円）として、特別損 

失に計上しております。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は、いずれも回収額 

はないものとして評価しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

【ページ 31】（セグメント情報） ａ.事業の種類別セグメント情報  
       当連結会計年度（自平成 20年 4月 1日 至平成 21年 3月 31日） （注） 
 
＜訂正前＞ 
５．当連結会計年度において、当社において営業赤字を計上していること及び当社グループにおいて組織再編 

成を推し進めていることから当社の自社使用資産について今後の事業展開等を総合的に判断した結果、確 

実性の高い将来キャッシュ・フローの発生を見積もることが困難であると判断し、当該資産について、減 

損損失（10,664千円）として、特別損失に計上しております。 

当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休不動産について著しい時価の下落が認められたた 

め、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（2,449千円）とし 

て、特別損失に計上しております。その内訳は、建物2,307千円、土地141千円であります。 

当連結会計年度において、賃貸不動産について賃料水準の大幅な下落及び継続的な地価の下落により、当 

該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（18,335千円）として、特 

別損失に計上しております。その内訳は、建物16,443千円、土地1,891千円であります。 

当連結会計年度において、当社グループの設計事業のうち東京都内で営む設計事業、建材事業及びその他 

事業のうち人材派遣事業の各事業子会社において事業譲受時に計上されたのれんについて、収益性の低下 

が認められたため、今後の事業展開等を総合的に判断した結果、確実性の高い将来キャッシュ・フローの 

発生を見積もることが困難であると判断し、当該事業におけるのれんについて、減損損失（76,278千円） 

として、特別損失に計上しております。 

 
＜訂正後＞ 
５．当連結会計年度において、当社において営業赤字を計上していること及び当社グループにおいて組織再編 

成を推し進めていることから当社の自社使用資産について今後の事業展開等を総合的に判断した結果、確 

実性の高い将来キャッシュ・フローの発生を見積もることが困難であると判断し、当該資産について、減 

損損失（10,664千円）として、特別損失に計上しております。 

当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休不動産について著しい時価の下落が認められたた 

め、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（2,448千円）とし 

て、特別損失に計上しております。その内訳は、建物2,307千円、土地141千円であります。 

当連結会計年度において、賃貸不動産について賃料水準の大幅な下落及び継続的な地価の下落により、当 

該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（18,335千円）として、特 

別損失に計上しております。その内訳は、建物16,443千円、土地1,891千円であります。 

当連結会計年度において、当社グループの設計事業のうち東京都内で営む設計事業、建材事業及びその他 

事業のうち人材派遣事業の各事業子会社において事業譲受時に計上されたのれんについて、収益性の低下 

が認められたため、今後の事業展開等を総合的に判断した結果、確実性の高い将来キャッシュ・フローの 

発生を見積もることが困難であると判断し、当該事業におけるのれんについて、減損損失（76,277千円） 

として、特別損失に計上しております。 

【ページ 41】 ７．その他 （1）役員の異動 
 
＜訂正前＞ 
③ 就任予定日 

平成20年6月30日 
 
＜訂正後＞ 
③ 就任予定日 

平成21年6月30日 
 

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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 26,660 △27.9 △1,347 ― △1,787 ― △5,939 ―
20年3月期 36,965 5.1 745 18.1 594 △20.2 211 △80.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △217.78 ― ― ― ―
20年3月期 7.76 ― 3.2 1.8 2.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  60百万円 20年3月期  4百万円

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 21,908 480 2.0 15.95
20年3月期 33,877 6,999 19.6 243.59

（参考） 自己資本   21年3月期  434百万円 20年3月期  6,643百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,211 △3,110 648 120
20年3月期 △1,104 △2,830 3,039 1,385

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 327 154.6 4.9
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

440 △96.7 △65 ― △83 ― △87 ― △3.16

通期 930 △96.5 △100 ― △130 ― △140 ― △5.13



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注） 詳細は、５ページ「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社成幸利根 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 27,276,701株 20年3月期 27,276,701株
② 期末自己株式数 21年3月期  2,434株 20年3月期  2,396株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 694 △53.1 △212 ― △487 ― △5,538 ―
20年3月期 1,481 56.1 696 34.4 621 68.0 522 46.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △203.06 ―
20年3月期 19.15 ―

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 12,880 330 2.6 12.12
20年3月期 15,957 6,195 38.8 222.17

（参考） 自己資本 21年3月期  330百万円 20年3月期  6,195百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 




