
 
 

平成 21 年 7 月 17 日 

各 位 

 

 

会 社 名 株式会社 飯 田 産 業  
代表者名 代表取締役社長 兼井 雅史  

（コード番号 ８８８０ 東証第一部） 

問合せ先 取締役執行役員 一般管理本部長兼

財務部長 石丸 郁子  

（ＴＥＬ．０４２２－３６－８８４８（代表））

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年４月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成 21 年 6 月 15 日に発表いたしました「平成 21 年４月期 決算短信」の記載内容に一部

誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

記 

 

【訂正箇所】 

 

 

１．21年４月期の連結業績（平成20年5月１日～平成21年4月30日）（1ページ） 

 (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4月期 

20年4月期 

百万円 

83,283 

110,924 

百万円

32,920

32,674

％

39.3

29.3

円 銭

1,077.59

1,062.79

 

  （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4月期 

20年4月期 

百万円 

83,283 

110,924 

百万円

32,920

32,674

％

39.3

29.3

円 銭

1,077.60

1,062.79

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 経営成績（3 ページ） 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 

  （訂正前） 

なお、当連結会計年度において、たな卸不動産について、「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第9号平成18年7月5日）に従い、個別法による原価法（貸借対照評価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）により算定した結果、たな卸資産評価損相

当額588百万円（戸建分譲住宅部門で432百万円、分譲マンション部門で156百万円）を計上し

ました。 

 

  （訂正後） 

なお、当連結会計年度において、たな卸不動産について、「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第9号平成18年7月5日）に従い、個別法による原価法（貸借対照評価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）により算定した結果、たな卸資産評価損相

当額582百万円（戸建分譲住宅部門で425百万円、分譲マンション部門で156百万円）を計上し

ました。 

 

 

１ 経営成績（4 ページ） 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 

  （訂正前） 

［不動産事業］ 

ハ．その他 

請負工事については2,295百万円（対前年同期比197.6%増）、不動産賃貸については334百万円

（対前年同期比28.9%増）、その他不動産収入については351百万円（対前年同期比41.3%増）

となりました。ゴルフ事業の当期の売上高は334百万円（対前年同期比15.3%減）、スパ温泉事

業の当期の売上高は418百万円（対前年同期比3.4%減）となりました。 

［その他事業］ 

貸金業他の当期の売上高は292百万円（対前年同期比14.3%減）となりました。 

 

  （訂正後） 

［不動産事業］ 

ハ．その他 

請負工事については2,295百万円（対前年同期比197.6%増）、不動産賃貸については334百万円

（対前年同期比28.9%増）、その他不動産収入については350百万円（対前年同期比40.7%増）

となりました。ゴルフ事業の当期の売上高は334百万円（対前年同期比15.3%減）、スパ温泉事

業の当期の売上高は418百万円（対前年同期比3.4%減）となりました。 

［その他事業］ 

貸金業他の当期の売上高は292百万円（対前年同期比21.6%減）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 連結財務諸表（12 ページ） 

(1) 連結貸借対照表 

   

  （訂正前） 
                                                    （単位：千円）  

                   前連結会計年度     当連結会計年度 

                  （平成20年４月30日）  （平成21年４月30日） 

資産の部 

 流動資産 

現金及び預金                13,755,867         14,853,227 

売掛金                       20,465            14,290 

商業手形                     281,073                ― 

営業貸付金及び営業未収金           1,942,850         2,053,654 

たな卸資産             ※2  75,475,783   ※1,※2  48,345,712 

繰延税金資産                    61,236           216,016 

その他                    1,137,839           359,499 

貸倒引当金                          ―          △11,474 

流動資産合計                 92,675,115         65,830,925 

 

  （訂正後） 
                                                    （単位：千円）  

                   前連結会計年度     当連結会計年度 

                  （平成20年４月30日）  （平成21年４月30日） 

資産の部 

 流動資産 

現金及び預金                13,755,867         14,853,227 

売掛金                       20,465            14,290 

商業手形                     281,073                ― 

営業貸付金及び営業未収金           1,942,850         2,053,655 

たな卸資産             ※2  75,475,783   ※1,※2  48,345,712 

繰延税金資産                    61,236           216,016 

その他                    1,137,839           359,499 

貸倒引当金                          ―          △11,474 

流動資産合計                 92,675,115         65,830,925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 連結財務諸表（24 ページ） 

(8）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 

  （訂正前） 

当連結会計年度 

（平成 21 年４月 30 日） 

※２ 担保に供している資産及びこれに対する債務は次のとおりであります。 
(1）担保に供している資産 

たな卸資産                      11,995,837千円 
建物及び構築物                     3,398,950 
土地                               1,853,577 

計                              17,248,365 
上記のほか、担保権の設定が留保されているたな卸資産が7,326,289千円あります。 

 
(3）上記のほか、取引銀行との貸出コミットメントライン契約により借入れた資金で取得

したたな卸資産8,432,664千円については、当該借入債務の履行が完了するまで、第三
者に対する借入等の債務のために担保提供を行わないとする担保制限条項が付されて
おります。 
当該資産に対する債務額は短期借入金17,091,000千円であります。 

 
※５ 借入金に関し、取引銀行２行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。当

連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のと
おりであります。 

貸出コミットメントライン契約    24,650,000千円 
借入実行残高                    17,091,000 
借入未実行残高                   7,559,000 
 

 

  （訂正後） 

当連結会計年度 

（平成 21 年４月 30 日） 

※２ 担保に供している資産及びこれに対する債務は次のとおりであります。 
(1）担保に供している資産 

たな卸資産                       12,267,167千円 
建物及び構築物                      3,398,950 
土地                                1,853,577 

計                               17,519,696 
上記のほか、担保権の設定が留保されているたな卸資産が7,816,628千円あります。 

 
(3）上記のほか、取引銀行との貸出コミットメントライン契約により借入れた資金で取得

したたな卸資産8,432,664千円については、当該借入債務の履行が完了するまで、第三
者に対する借入等の債務のために担保提供を行わないとする担保制限条項が付されて
おります。 
当該資産に対する債務額は短期借入金10,107,000千円であります。 

 
※５ 借入金に関し、取引銀行２行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。当

連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のと
おりであります。 

貸出コミットメントライン契約     22,000,000千円 
借入実行残高                     17,091,000 
借入未実行残高                    4,909,000 
 

 



 

４ 連結財務諸表（25 ページ） 

(8）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結損益計算書関係） 

   

  （訂正前） 

当連結会計年度 

（自 平成20年５月１日 

    至 平成21年４月30日） 

※１ 売上原価には、次の項目が含まれています。 

たな卸資産評価損                   360,314千円 

保証工事引当金繰入額                31,000千円 

 

 

  （訂正後） 

当連結会計年度 

（自 平成20年５月１日 

    至 平成21年４月30日） 

※１ 売上原価には、次の項目が含まれています。 

たな卸資産評価損              354,649千円 

保証工事引当金繰入額           31,000千円 

 

 

４ 連結財務諸表（30 ページ） 

(8）連結財務諸表に関する注記事項 

（１株当たり情報） 

 

  （訂正前） 

当連結会計年度 

（自 平成20年５月１日 

    至 平成21年４月30日） 

１株当たり純資産額             1,077円59銭 

１株当たり当期純利益               26円22銭 

 

  （訂正後） 

当連結会計年度 

（自 平成20年５月１日 

    至 平成21年４月30日） 

１株当たり純資産額                    1,077円60銭 

１株当たり当期純利益                     26円22銭 

 

 



平成21年4月期 決算短信 
平成21年6月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 飯田産業 上場取引所 東 

コード番号 8880 URL http://www.iidasangyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 兼井 雅史

問合せ先責任者 （役職名）
取締役執行役員一般管理本部長兼財
務部長

（氏名） 石丸 郁子 TEL 0422-36-8848

定時株主総会開催予定日 平成21年7月24日 配当支払開始予定日 平成21年7月27日

有価証券報告書提出予定日 平成21年7月24日

1.  21年4月期の連結業績（平成20年5月1日～平成21年4月30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4月期 104,103 △4.1 2,679 △29.4 1,774 △34.8 795 24.1
20年4月期 108,498 △11.2 3,797 △59.2 2,720 △68.4 641 △87.4

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4月期 26.22 ― 2.4 1.8 2.6
20年4月期 20.63 ― 1.9 2.4 3.5

（参考） 持分法投資損益 21年4月期  ―百万円 20年4月期  ―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4月期 83,283 32,920 39.3 1,077.60
20年4月期 110,924 32,674 29.3 1,062.79

（参考） 自己資本   21年4月期  32,725百万円 20年4月期  32,471百万円

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4月期 25,629 2,278 △25,339 14,658
20年4月期 △8,383 1,070 △40 12,091

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4月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 617 96.2 1.9
21年4月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 303 38.1 0.9

22年4月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 24.3

3.  22年4月期の連結業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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

50,670 2.3 3,700 261.5 3,260 495.0 1,690 1,542.2 55.70

通期 112,600 8.2 8,228 207.0 7,250 308.6 3,750 371.4 123.60



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）  無  

(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、20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」及び23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） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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4月期 31,356,000株 20年4月期 31,356,000株

② 期末自己株式数 21年4月期  1,016,160株 20年4月期  802,724株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年4月期の個別業績（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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4月期 95,319 △4.1 2,220 △35.6 1,472 △43.1 660 △4.8

20年4月期 99,409 △14.4 3,446 △62.2 2,589 △69.6 694 △86.1

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4月期 21.77 ―

20年4月期 22.32 ―

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4月期 77,180 33,587 43.5 1,106.01
20年4月期 104,166 33,481 32.1 1,095.38

（参考） 自己資本 21年4月期  33,556百万円 20年4月期  33,467百万円

2.  22年4月期の個別業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。 

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 
累計期間

43,335 △4.6 3,160 263.2 2,876 487.9 1,500 1,214.8 49.44

通期 96,300 1.0 7,022 216.2 6,400 334.6 3,330 404.1 109.76




