
  

平成22年2月25日
  

各 位 
  

 
  

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年12月期 決算短信」の一部訂正について 

  

当社は、平成22年２月10日に発表いたしました「平成21年12月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがあ

りましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線＿を付して表記しております。 

  

記 

  

（訂正前） 

 

 
  

 
  

 

 

 
  

（訂正後） 

 

 
  

会 社 名 東海観光株式会社
代表者名 代表取締役社長 ホーン・チョン・タ

（コード番号 9704 東証第１部）
問合せ先 財務経理管掌取締役 宍戸 佐太郎

（TEL. 03-5488-1010）

【訂正箇所】

１ページ

1.21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日）

(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12月期 1,142 3.3 △50 ― △6 ― △28 ―

20年12月期 1,106 28.0 △775 ― △991 ― △3,553 ―

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12月期 △0.15 ― △0.2 △0.0 △4.4

20年12月期 △18.77 ― △22.2 △5.0 △70.1

(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12月期 16,364 12,985 79.3 68.50

20年12月期 16,649 13,029 78.2 68.81

(参考) 自己資本 21年12月期 12,969百万円 20年12月期 13,012百万円

(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12月期 1,142 3.3 △43 ― △2 ― △25 ―

20年12月期 1,106 28.0 △775 ― △991 ― △3,553 ―

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12月期 △0.13 ― △0.2 △0.0 △3.8

20年12月期 △18.77 ― △22.2 △5.0 △70.1
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（訂正前） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

（訂正後） 

 

 
  

 
(2) 個別財政状態 

 

 
  

  
  

(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12月期 16,362 12,988 79.3 68.52

20年12月期 16,649 13,029 78.2 68.81

(参考) 自己資本 21年12月期 12,973百万円 20年12月期 13,012百万円

２ページ

(参考) 個別業績の概要

1. 21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日）

(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12月期 667 13.0 △125 ― 29 ― 26 ―

20年12月期 590 △0.8 △802 ― △877 ― △5,896 ―

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12月期 0.14 ―

20年12月期 △31.14 ―

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 円 銭

21年12月期 14,836 14,355 96.6 75.72

20年12月期 14,896 14,282 95.9 75.43

(参考) 自己資本 21年12月期 14,339百万円 20年12月期 14,282百万円

(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12月期 667 13.0 △119 ― 33 ― 30 ―

20年12月期 590 △0.8 △802 ― △877 ― △5,896 ―

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12月期 0.16 ―

20年12月期 △31.14 ―

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12月期 14,833 14,359 96.7 75.76

20年12月期 14,896 14,282 95.9 75.43

(参考) 自己資本 21年12月期 14,343百万円 20年12月期 14,282百万円
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（訂正前） 

（当連結会計年度の経営成績） 

（省略） 

このような経済状況のもと、宿泊事業や住宅等不動産開発事業では伸び悩んだものの、株式市況の持

ち直しや霊園事業では前年を上回る成果を上げた結果、当連結会計年度における当社グループの経営成

績は、売上高では1,142百万円と前年同期比36百万円（3.3％）の増加となりました。利益面では、営業

損失が50百万円と前年同期比725百万円改善し、経常損失も6百万円と前年同期比984万円改善いたしま

した。この結果、純損失は28百万円と前年同期比3,524百万円と大幅に改善いたしました。 

  

（訂正後） 

（当連結会計年度の経営成績） 

（省略） 

このような経済状況のもと、宿泊事業や住宅等不動産開発事業では伸び悩んだものの、株式市況の持

ち直しや霊園事業では前年を上回る成果を上げた結果、当連結会計年度における当社グループの経営成

績は、売上高では1,142百万円と前年同期比36百万円（3.3％）の増加となりました。利益面では、営業

損失が43百万円と前年同期比731百万円改善し、経常損失も2百万円と前年同期比988万円改善いたしま

した。この結果、純損失は25百万円と前年同期比3,528百万円と大幅に改善いたしました。 

  

（訂正前） 

（次期の見通し） 

（省略） 

なお、次期の業績予想につきましては、連結売上高1,240百万円（前年同期比8.5％増）、連結営業利

益51百万円（前年同期は50百万円の損失）、連結経常利益15百万円（前年同期は6百万円の損失）、連

結当期純損失13百万円（前年同期は28百万円の損失）を見込んでおります。 

  

（訂正後） 

（次期の見通し） 

（省略） 

なお、次期の業績予想につきましては、連結売上高1,240百万円（前年同期比8.5％増）、連結営業利

益51百万円（前年同期は43百万円の損失）、連結経常利益15百万円（前年同期は2百万円の損失）、連

結当期純損失13百万円（前年同期は25百万円の損失）を見込んでおります。 

  

３ページ

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(1) 経営成績に関する分析
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（訂正前） 

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ285百万円の減少の16,364百万円となり

ました。これは主に、有価証券が188百万円、その他の流動資産が70百万円増加しましたが、現金及び

預金が113百万円、投資有価証券が293百万円減少したこと等によるものです。 

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ240百万円減少し、3,379百万円となりま

した。これは主に短期借入金が112百万円、長期借入金が118百万円減少したこと等によるものです。 

当連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ44百万円減少の12,985百万円となり、

自己資本比率は、79.3％となりました。 

  

（省略） 

営業活動の結果得られた資金は18百万円（前連結会計年度は657百万円の使用）となりました。 

収入の主な内訳は利息及び配当金の受取額168百万円、減価償却費93百万円であり、支出の主な

内訳は、営業投資有価証券の増加166百万円、為替差益47百万円等であります。 

  

（訂正後） 

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ287百万円の減少の16,362百万円となり

ました。これは主に、有価証券が188百万円、その他の流動資産が68百万円増加しましたが、現金及び

預金が113百万円、投資有価証券が293百万円減少したこと等によるものです。 

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ246百万円減少し、3,373百万円となりま

した。これは主に短期借入金が112百万円、長期借入金が118百万円減少したこと等によるものです。 

当連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ40百万円減少の12,988百万円となり、

自己資本比率は、79.3％となりました。 

  

（省略） 

営業活動の結果得られた資金は18百万円（前連結会計年度は657百万円の使用）となりました。 

収入の主な内訳は利息及び配当金の受取額167百万円、減価償却費93百万円であり、支出の主な

内訳は、営業投資有価証券の増加188百万円、利息の支払額61百万円等であります。 

  

  

  

４ページ

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債、純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債、純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー
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（訂正前） 

(1)連結貸借対照表 

 
（訂正後） 

(1)連結貸借対照表 

4.連結財務諸表

９ページ

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成20年12月31日)

当連結会計年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 819,504 ※2 706,008

売掛金 34,592 28,462

有価証券 351,145 540,021

貯蔵品 11,030 13,648

開発事業等支出金 7,858,193 7,837,271

その他 78,338 148,640

貸倒引当金 △5,509 △2,619

流動資産合計 9,147,296 9,271,432
（省 略）

投資その他の資産

投資有価証券 ※3 331,309 ※3 37,490

長期貸付金 24,162 －

その他 35,457 24,365

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 380,929 51,856

固定資産合計 7,502,289 7,092,775

資産合計 16,649,585 16,364,207

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成20年12月31日)

当連結会計年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 819,504 ※2 706,008

売掛金 34,592 28,462

有価証券 351,145 540,021

貯蔵品 11,030 13,648

開発事業等支出金 7,858,193 7,837,271

その他 78,338 146,977 

貸倒引当金 △5,509 △2,619

流動資産合計 9,147,296 9,269,768 
（省 略）

投資その他の資産

投資有価証券 ※3 331,309 ※3 37,490

長期貸付金 24,162 －

その他 35,457 24,365

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 380,929 51,856

固定資産合計 7,502,289 7,092,775

資産合計 16,649,585 16,362,544 
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１０ページ 

（訂正前） 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 53,520 76,902 

短期借入金 274,042 161,990 

1年内返済予定の長期借入金 118,795 118,843 

未払金 290,372 260,113

未払費用 31,570 34,606 

未払法人税等 14,943 22,258

その他 106,912 106,754 

流動負債合計 890,156 781,468

固定負債 

長期借入金 2,664,261 2,545,533 

退職給付引当金 2,270 2,497 

長期預り保証金 46,810 30,275 

その他 16,552 19,427 

固定負債合計 2,729,895 2,597,734 

負債合計 3,620,052 3,379,202

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,314,848 10,314,848 

資本剰余金 7,039,002 4,004,974 

利益剰余金 △2,065,801 939,326

自己株式 △11,388 △11,822 

株主資本合計 15,276,659 15,247,326

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,777 4,777 

為替換算調整勘定 △2,237,913 △2,282,723 

評価・換算差額等合計 △2,263,690 △2,277,945 

新株予約権 － 15,625 

少数株主持分 16,564 － 

純資産合計 13,029,533 12,985,005

負債純資産合計 16,649,585 16,364,207
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（訂正後） 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 53,520 76,902 

短期借入金 274,042 161,990 

1年内返済予定の長期借入金 118,795 118,843 

未払金 290,372 260,783 

未払費用 31,570 34,606 

未払法人税等 14,943 16,058 

その他 106,912 106,754 

流動負債合計 890,156 775,938 

固定負債 

長期借入金 2,664,261 2,545,533 

退職給付引当金 2,270 2,497 

長期預り保証金 46,810 30,275 

その他 16,552 19,427 

固定負債合計 2,729,895 2,597,734 

負債合計 3,620,052 3,373,672 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,314,848 10,314,848 

資本剰余金 7,039,002 4,004,974 

利益剰余金 △2,065,801 943,192 

自己株式 △11,388 △11,822 

株主資本合計 15,276,659 15,251,192 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,777 4,777 

為替換算調整勘定 △2,237,913 △2,282,723 

評価・換算差額等合計 △2,263,690 △2,277,945 

新株予約権 － 15,625 

少数株主持分 16,564 － 

純資産合計 13,029,533 12,988,871 

負債純資産合計 16,649,585 16,362,544 
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（訂正前） 

 
  

１１ページ

(2)連結損益計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年1月1日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 1,106,333 1,142,770 

売上原価 1,519,601 835,765 

売上総利益 △413,267 307,005 

販売費及び一般管理費 ※1 362,263 ※1 357,058

営業利益 △775,531 △50,053

営業外収益 

受取利息 39,648 17,638

受取配当金 3,213 90,353 

持分法による投資利益 726 － 

その他 7,495 5,614

営業外収益合計 51,083 113,606

営業外費用 

支払利息 75,307 59,625 

株式交付費 483 － 

為替差損 184,099 － 

持分法による投資損失 － 5,318 

その他 6,869 4,851 

営業外費用合計 266,759 69,794 

経常利益 △991,206 △6,242

特別利益 

前期損益修正益 14,610 － 

貸倒引当金戻入額 1,350 － 

新株予約権戻入益 18,276 － 

債権受取収益 ※3 483,854 － 

預り保証金取崩益 ※4 365,851 － 

特別利益合計 883,943 － 

特別損失 

たな卸資産評価損 ※5 2,634,000 － 

固定資産除却損 ※2 2,335 ※2 333 

減損損失 ※6 612,081 － 

その他 168,042 － 

特別損失合計 3,416,458 333 

税金等調整前当期純利益 △3,523,722 △6,575

法人税、住民税及び事業税 12,958 11,912 

法人税等合計 12,958 11,912 

少数株主利益 16,564 10,400 

当期純利益 △3,553,245 △28,889
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（訂正後） 

(2)連結損益計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年1月1日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 1,106,333 1,142,770 

売上原価 1,519,601 835,765 

売上総利益 △413,267 307,005 

販売費及び一般管理費 ※1 362,263 ※1 350,858 

営業利益 △775,531 △43,853 

営業外収益 

受取利息 39,648 15,975 

受取配当金 3,213 90,353 

持分法による投資利益 726 － 

その他 7,495 4,943 

営業外収益合計 51,083 111,272 

営業外費用 

支払利息 75,307 59,625 

株式交付費 483 － 

為替差損 184,099 － 

持分法による投資損失 － 5,318 

その他 6,869 4,851 

営業外費用合計 266,759 69,794 

経常利益 △991,206 △2,376 

特別利益 

前期損益修正益 14,610 － 

貸倒引当金戻入額 1,350 － 

新株予約権戻入益 18,276 － 

債権受取収益 ※3 483,854 － 

預り保証金取崩益 ※4 365,851 － 

特別利益合計 883,943 － 

特別損失 

たな卸資産評価損 ※5 2,634,000 － 

固定資産除却損 ※2 2,335 ※2 333 

減損損失 ※6 612,081 － 

その他 168,042 － 

特別損失合計 3,416,458 333 

税金等調整前当期純利益 △3,523,722 △2,709 

法人税、住民税及び事業税 12,958 11,912 

法人税等合計 12,958 11,912 

少数株主利益 16,564 10,400 

当期純利益 △3,553,245 △25,023 
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（訂正前） 

１２・１３ページ

(3)連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年1月1日
至 平成21年12月31日)

（ 省 略）

利益剰余金

前期末残高 1,667,136 △2,065,801

当期変動額

欠損填補 － 3,034,027

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △3,553,245 △28,889

持分法の適用範囲の変動 9,667 －

自己株式の処分 － △10

当期変動額合計 △3,732,937 3,005,127

当期末残高 △2,065,801 939,326

自己株式

前期末残高 △10,402 △11,388

当期変動額

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 158 13

当期変動額合計 △985 △433

当期末残高 △11,388 △11,822

株主資本合計

前期末残高 19,010,673 15,276,659

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △3,553,245 △28,889

持分法の適用範囲の変動 9,667 －

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 67 3

当期変動額合計 △3,734,013 △29,333

当期末残高 15,276,659 15,247,326

（ 省 略）

純資産合計
前期末残高 18,963,638 13,029,533

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △3,553,245 △28,889

持分法の適用範囲の変動 9,667 －

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 67 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,200,090 △15,194

当期変動額合計 △5,934,104 △44,528

当期末残高 13,029,533 12,985,005

10



（訂正後） 

(3)連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年1月1日
至 平成21年12月31日)

（ 省 略 ）

利益剰余金

前期末残高 1,667,136 △2,065,801

当期変動額

欠損填補 － 3,034,027

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △3,553,245 △25,023 

持分法の適用範囲の変動 9,667 －

自己株式の処分 － △10

当期変動額合計 △3,732,937 3,008,993 

当期末残高 △2,065,801 943,192 

自己株式

前期末残高 △10,402 △11,388

当期変動額

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 158 13

当期変動額合計 △985 △433

当期末残高 △11,388 △11,822

株主資本合計

前期末残高 19,010,673 15,276,659

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △3,553,245 △25,023 

持分法の適用範囲の変動 9,667 －

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 67 3

当期変動額合計 △3,734,013 △25,467 

当期末残高 15,276,659 15,251,192 

（ 省 略 ）

純資産合計

前期末残高 18,963,638 13,029,533

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △3,553,245 △25,023 

持分法の適用範囲の変動 9,667 －

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 67 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,200,090 △15,194

当期変動額合計 △5,934,104 △40,661 

当期末残高 13,029,533 12,988,871 
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（訂正前） 

 
（省略） 

１４ページ

(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 △3,523,722 △6,575

減価償却費 104,828 93,837 

減損損失 612,081 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,631 △2,993 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 217 226 

受取利息及び受取配当金 △42,862 △107,991

支払利息 75,307 59,625 

為替差損益（△は益） 42,647 △47,242

持分法による投資損益（△は益） △726 5,318 

新株予約権の増減額（△は減少） △18,276 － 

たな卸資産評価損 2,634,000 － 

固定資産除却損 2,335 － 

売上債権の増減額（△は増加） △4,110 6,214 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 259,811 △166,007

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,565 △2,617 

開発事業支出金の増減額（△は増加） △141,424 23,113 

預り保証金の増減額（△は減少） △373,186 △16,535 

仕入債務の増減額（△は減少） 5,551 7,021 

未払費用の増減額（△は減少） △125,074 5,851 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,379 31,616

その他の流動負債の増減額（△は減少） △114,616 14,977

その他の固定資産の増減額（△は増加） 21,662 333 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △37,966 △1,405 

その他 1,533 26,716 

小計 △610,414 △76,516

利息及び配当金の受取額 41,475 168,736

利息の支払額 △75,307 △61,718 

法人税等の支払額 △12,958 △11,606 

営業活動によるキャッシュ・フロー △657,204 18,894 

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 △1,041 △13,326 

有形固定資産の取得による支出 △38,379 △11,172 

無形固定資産の取得による支出 △347 － 

投資有価証券の売却による収入 140 208,919 

貸付金の回収による収入 215,832 24,162 

子会社株式の取得による支出 － △103,560 

投資活動によるキャッシュ・フロー 176,202 105,023 
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（省略） 

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 △3,523,722 △2,709 

減価償却費 104,828 93,837 

減損損失 612,081 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,631 △2,993 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 217 226 

受取利息及び受取配当金 △42,862 △106,328 

支払利息 75,307 59,625 

為替差損益（△は益） 42,647 △9,564 

持分法による投資損益（△は益） △726 5,318 

新株予約権の増減額（△は減少） △18,276 － 

たな卸資産評価損 2,634,000 － 

固定資産除却損 2,335 － 

売上債権の増減額（△は増加） △4,110 6,214 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 259,811 △188,875 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,565 △2,617 

開発事業支出金の増減額（△は増加） △141,424 23,113 

預り保証金の増減額（△は減少） △373,186 △16,535 

仕入債務の増減額（△は減少） 5,551 7,021 

未払費用の増減額（△は減少） △125,074 5,851 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,379 27,599 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △114,616 318

その他の固定資産の増減額（△は増加） 21,662 333 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △37,966 △1,405 

その他 1,533 26,716 

小計 △610,414 △74,852 

利息及び配当金の受取額 41,475 167,072 

利息の支払額 △75,307 △61,718 

法人税等の支払額 △12,958 △11,606 

営業活動によるキャッシュ・フロー △657,204 18,894 

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 △1,041 △13,326 

有形固定資産の取得による支出 △38,379 △11,172 

無形固定資産の取得による支出 △347 － 

投資有価証券の売却による収入 140 208,919 

貸付金の回収による収入 215,832 24,162 

子会社株式の取得による支出 － △103,560 

投資活動によるキャッシュ・フロー 176,202 105,023 
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（訂正前） 

  

 
  

（訂正後） 

  

 
  

２１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)

前連結会計年度 
(平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(平成21年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,017,734千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,072,221千円

※２ 担保提供資産

現金及び預金 186,588千円

賃貸用不動産 4,874,543千円

対応債務

 一年以内返済予定の 
 長期借入金

116,880千円

 長期借入金 2,659,020千円

※２ 担保提供資産

現金及び預金 199,914千円

賃貸用不動産 4,837,963千円

対応債務

一年以内返済予定の
 長期借入金

116,880千円

 長期借入金 2,542,140千円

 

※３ 関連会社に対する主な資産は、次のとおりであり

ます。

投資有価証券(株式) 134,326千円

連結会社及び持分法適用会社は当社の株式を保有

しておりません。

 

※３ 関連会社に対する主な資産は、次のとおりであり

ます。

投資有価証券(株式) 21,895千円

連結会社及び持分法適用会社は当社の株式を保有

しておりません。

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(平成21年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,017,734千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,111,528千円

※２ 担保提供資産

現金及び預金 186,588千円

賃貸用不動産 4,874,543千円

対応債務

 一年以内返済予定の 
 長期借入金

116,880千円

 長期借入金 2,659,020千円

※２ 担保提供資産

現金及び預金 199,914千円

賃貸用不動産 4,837,963千円

対応債務

一年以内返済予定の
 長期借入金

116,880千円

 長期借入金 2,542,140千円

 

※３ 関連会社に対する主な資産は、次のとおりであり

ます。

投資有価証券(株式) 134,326千円

連結会社及び持分法適用会社は当社の株式を保有

しておりません。

 

※３ 関連会社に対する主な資産は、次のとおりであり

ます。

投資有価証券(株式) 15,595千円

連結会社及び持分法適用会社は当社の株式を保有

しておりません。
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（訂正前） 

  

 
  

（訂正後) 

  

２２ページ

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

給料手当 67,666千円

支払報酬 50,205

証券業務費 42,125

諸税公課 58,515

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

給料手当 70,425千円

支払報酬 56,889

証券業務費 30,305

諸税公課 57,522

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

給料手当 67,666千円

支払報酬 50,205

証券業務費 42,125

諸税公課 58,515

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

給料手当 70,425千円

支払報酬 56,889

証券業務費 30,305

諸税公課 51,322
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（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

２６ページ

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

宿泊事業 
(千円)

住宅等
不動産 
開発事業 
(千円)

霊園事業
(千円)

証券投資
事業 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

491,206 278,249 264,222 109,092 1,142,770 ― 1,142,770

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 491,206 278,249 264,222 109,092 1,142,770 ― 1,142,770

営業費用 534,733 154,286 261,380 ― 950,400 242,423 1,192,824

営業利益又は 
営業損失(△)

△43,527 123,962 2,842 109,092 192,370 (242,423) △50,053

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び
資本的支出

資産 1,639,471 5,633,923 8,124,126 876,086 16,273,607 90,600 16,364,207

減価償却費 46,425 44,309 2,919 ― 93,654 182 93,837

資本的支出 5,968 3,028 4,180 ― 13,177 ― 13,177

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

宿泊事業 
(千円)

住宅等
不動産 
開発事業 
(千円)

霊園事業
(千円)

証券投資
事業 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

491,206 278,249 264,222 109,092 1,142,770 ― 1,142,770

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 491,206 278,249 264,222 109,092 1,142,770 ― 1,142,770

営業費用 534,733 154,286 261,380 ― 950,400 236,223 1,186,624

営業利益又は 
営業損失(△)

△43,527 123,962 2,842 109,092 192,370 (236,223) △43,853

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び
資本的支出

資産 1,639,471 5,633,923 8,124,126 876,086 16,273,607 88,936 16,362,544

減価償却費 46,425 44,309 2,919 ― 93,654 182 93,837

資本的支出 5,968 3,028 4,180 ― 13,177 ― 13,177
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（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

 
  

  

２７ページ

２ 所在地別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

日本 
(千円)

東南アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

878,548 264,222 1,142,770 ― 1,142,770

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

計 878,548 264,222 1,142,770 ― 1,142,770

営業費用 689,020 261,380 950,400 242,423 1,192,824

営業利益又は 
営業損失(△)

189,527 2,842 192,370 (242,423) △50,053

Ⅱ 資産 8,149,480 8,124,126 16,273,607 90,600 16,364,207

２ 所在地別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

日本 
(千円)

東南アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

878,548 264,222 1,142,770 ― 1,142,770

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

計 878,548 264,222 1,142,770 ― 1,142,770

営業費用 689,020 261,380 950,400 236,223 1,186,624

営業利益又は 
営業損失(△)

189,527 2,842 192,370 (236,223) △43,853

Ⅱ 資産 8,149,480 8,124,126 16,273,607 88,936 16,362,544
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（訂正前） 

 
 (注) １株当たり純資産額 

 
 (注) １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

２９・３０ページ

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 68円81銭

１株当たり当期純損失 18円77銭
 

１株当たり純資産額 68円50銭

１株当たり当期純損失 0円15銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎
連結損益計算書上の純利益

△3,553,245千円
普通株式に係る純利益

△3,553,245千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内容
該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 189,347株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
新株予約権

4,469個

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎
連結損益計算書上の純利益

△28,889千円
普通株式に係る純利益

△28,889千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内容
該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 189,324株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
新株予約権

9,296個

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

連結貸借対照表上の純資産合計額 (千円) 13,029,533 12,985,005

普通株式に係る純資産額 (千円) 13,012,969 12,969,380

差額の主な内容

新株予約権

少数株主持分

(千円) 

  

 

 

― 

16,564

 

15,625 

―

普通株式の発行済株式数 (千株) 189,467 189,467

普通株式の自己株式数 (千株) 132 147

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数
(千株) 189,335 189,320

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

連結損益計算書上の当期純利益

又は当期純損失(△)
(千円) △3,553,245 △28,889

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失(△)
(千円) △3,553,245 △28,889

普通株式の期中平均株式数 (千株) 189,347 189,324
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（訂正後） 

  

 
  

 (注) １株当たり純資産額 

  

 
  

 (注) １株当たり当期純利益又は当期純損失 

  

 
  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 68円81銭

１株当たり当期純損失 18円77銭
 

１株当たり純資産額 68円52銭

１株当たり当期純損失 0円13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎
連結損益計算書上の純利益

△3,553,245千円
普通株式に係る純利益

△3,553,245千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内容
該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 189,347株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
新株予約権

4,469個

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎
連結損益計算書上の純利益

△25,023千円
普通株式に係る純利益

△25,023千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内容
該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 189,324株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
新株予約権

9,296個

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

連結貸借対照表上の純資産合計額 (千円) 13,029,533 12,988,871

普通株式に係る純資産額 (千円) 13,012,969 12,973,246

差額の主な内容

新株予約権

少数株主持分

(千円) 

  

 

 

― 

16,564

 

15,625 

―

普通株式の発行済株式数 (千株) 189,467 189,467

普通株式の自己株式数 (千株) 132 147

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数
(千株) 189,335 189,320

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

連結損益計算書上の当期純利益

又は当期純損失(△)
(千円) △3,553,245 △25,023

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失(△)
(千円) △3,553,245 △25,023

普通株式の期中平均株式数 (千株) 189,347 189,324
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（訂正前） 

(1)貸借対照表 

 
（訂正後） 

(1)貸借対照表 

5.個別財務諸表

３１ページ

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 438,353 386,073

売掛金 ※2 57,308 ※2 47,824

有価証券 351,145 540,021

貯蔵品 11,030 13,648

その他 ※2 37,856 ※2 83,429

貸倒引当金 △300 △300

流動資産合計 895,394 1,070,696

（省略）

投資その他の資産

投資有価証券 196,983 214,020

関係会社株式 11,156,072 10,963,947

長期貸付金 24,162 －

長期未収入金 ※2 384,964 ※2 394,529

その他 24,191 23,975

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 11,776,374 11,586,472

固定資産合計 14,001,022 13,765,445

資産合計 14,896,417 14,836,142

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 438,353 386,073

売掛金 ※2 57,308 ※2 47,824

有価証券 351,145 540,021

貯蔵品 11,030 13,648

その他 ※2 37,856 ※2 81,096 

貸倒引当金 △300 △300

流動資産合計 895,394 1,068,362 

（省略）

投資その他の資産

投資有価証券 196,983 21,895 

関係会社株式 11,156,072 11,156,072 

長期貸付金 24,162 －

長期未収入金 ※2 384,964 ※2 394,529

その他 24,191 23,975

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 11,776,374 11,586,472

固定資産合計 14,001,022 13,765,445

資産合計 14,896,417 14,833,808 
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３２ページ 

（訂正前） 

 
  

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 8,025 7,193 

短期借入金 274,042 99,926 

未払金 ※2 236,163 ※2 256,891 

未払費用 27,343 31,177 

未払法人税等 13,701 21,762

その他 7,302 ※2 15,571 

流動負債合計 566,578 432,522

固定負債 

退職給付引当金 2,270 2,497 

長期預り保証金 32,681 30,275 

繰延税金負債 － 3,277 

その他 12,230 12,230 

固定負債合計 47,182 48,280 

負債合計 613,760 480,803

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,314,848 10,314,848 

資本剰余金 

資本準備金 5,212,107 4,004,974 

その他資本剰余金 1,826,895 － 

資本剰余金合計 7,039,002 4,004,974 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △3,034,027 26,936

利益剰余金合計 △3,034,027 26,936

自己株式 △11,388 △11,822 

株主資本合計 14,308,433 14,334,936

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,777 4,777 

評価・換算差額等合計 △25,777 4,777 

新株予約権 － 15,625 

純資産合計 14,282,656 14,355,339

負債純資産合計 14,896,417 14,836,142
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（訂正後） 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 8,025 7,193 

短期借入金 274,042 99,926 

未払金 ※2 236,163 ※2 256,891 

未払費用 27,343 31,177 

未払法人税等 13,701 15,562 

その他 7,302 ※2 15,571 

流動負債合計 566,578 426,322 

固定負債 

退職給付引当金 2,270 2,497 

長期預り保証金 32,681 30,275 

繰延税金負債 － 3,277 

その他 12,230 12,230 

固定負債合計 47,182 48,280 

負債合計 613,760 474,603 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,314,848 10,314,848 

資本剰余金 

資本準備金 5,212,107 4,004,974 

その他資本剰余金 1,826,895 － 

資本剰余金合計 7,039,002 4,004,974 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △3,034,027 30,803 

利益剰余金合計 △3,034,027 30,803 

自己株式 △11,388 △11,822 

株主資本合計 14,308,433 14,338,802 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,777 4,777 

評価・換算差額等合計 △25,777 4,777 

新株予約権 － 15,625 

純資産合計 14,282,656 14,359,205 

負債純資産合計 14,896,417 14,833,808 
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（訂正前） 

３３・３４ページ

(2)損益計算書 

（単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年1月1日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 

観光事業部門売上高 525,197 491,206 

不動産事業売上高 ※2 65,512 ※2 67,389 

営業投資有価証券売上 － 109,092 

売上高合計 590,710 667,687 

売上原価 

観光事業部門売上原価 577,290 534,733 

不動産事業売上原価 14,860 16,290 

営業投資有価証券売上原価 585,760 － 

売上原価合計 1,177,911 551,023 

売上総利益 △587,201 116,664 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 8,410 12,074 

給料及び手当 40,738 46,709 

租税公課 39,155 37,738

減価償却費 244 182 

支払報酬 43,033 56,889 

株式上場関連費用 42,125 30,305 

賃借料 11,488 10,291 

株式報酬費用 － 15,625 

その他 29,669 32,607 

販売費及び一般管理費合計 214,867 242,423

営業利益 △802,068 △125,759

営業外収益 

受取利息 37,859 16,576

受取配当金 ※2 63,631 ※2 90,353 

匿名組合投資利益 ※2 16,851 ※2 44,517 

その他 212 ※2 7,539

営業外収益合計 118,555 158,986

営業外費用 

支払利息 5,199 2,409 

株式交付費 483 － 

為替差損 184,099 － 

その他 4,604 938 

営業外費用合計 194,386 3,348 

経常利益 △877,899 29,878

特別利益 

新株予約権戻入益 18,276 － 

債権受取収益 ※3 483,854 － 

特別利益合計 502,130 － 
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（単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年1月1日 
至 平成21年12月31日) 

特別損失 

子会社整理損 10,486 － 

固定資産除却損 ※1 2,335 ※1 31 

関係会社株式評価損 ※4 4,892,556 － 

減損損失 ※5 612,081 － 

特別損失合計 5,517,460 31 

税引前当期純利益 △5,893,229 29,847

法人税、住民税及び事業税 2,870 2,900 

法人税等合計 2,870 2,900 

当期純利益 △5,896,099 26,947
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（訂正後） 

(2)損益計算書

（単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年1月1日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 

観光事業部門売上高 525,197 491,206 

不動産事業売上高 ※2 65,512 ※2 67,389 

営業投資有価証券売上 － 109,092 

売上高合計 590,710 667,687 

売上原価 

観光事業部門売上原価 577,290 534,733 

不動産事業売上原価 14,860 16,290 

営業投資有価証券売上原価 585,760 － 

売上原価合計 1,177,911 551,023 

売上総利益 △587,201 116,664 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 8,410 12,074 

給料及び手当 40,738 46,709 

租税公課 39,155 31,538 

減価償却費 244 182 

支払報酬 43,033 56,889 

株式上場関連費用 42,125 30,305 

賃借料 11,488 10,291 

株式報酬費用 － 15,625 

その他 29,669 32,607 

販売費及び一般管理費合計 214,867 236,223 

営業利益 △802,068 △119,559 

営業外収益 

受取利息 37,859 14,912 

受取配当金 ※2 63,631 ※2 90,353 

匿名組合投資利益 ※2 16,851 ※2 44,517 

その他 212 ※2 6,869 

営業外収益合計 118,555 156,653 

営業外費用 

支払利息 5,199 2,409 

株式交付費 483 － 

為替差損 184,099 － 

その他 4,604 938 

営業外費用合計 194,386 3,348 

経常利益 △877,899 33,745 

特別利益 

新株予約権戻入益 18,276 － 

債権受取収益 ※3 483,854 － 

特別利益合計 502,130 － 
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（単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成20年1月1日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年1月1日 
至 平成21年12月31日) 

特別損失 

子会社整理損 10,486 － 

固定資産除却損 ※1 2,335 ※1 31 

関係会社株式評価損 ※4 4,892,556 － 

減損損失 ※5 612,081 － 

特別損失合計 5,517,460 31 

税引前当期純利益 △5,893,229 33,713 

法人税、住民税及び事業税 2,870 2,900 

法人税等合計 2,870 2,900 

当期純利益 △5,896,099 30,813 
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（訂正前） 

 

３５・３６ページ

(3)株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年1月1日
至 平成21年12月31日)

（省略）

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 3,051,431 △3,034,027

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

欠損填補 － 3,034,027

当期純利益 △5,896,099 26,947

自己株式の処分 － △10

当期変動額合計 △6,085,459 3,060,964

当期末残高 △3,034,027 26,936

利益剰余金合計 △3,034,027 26,936

自己株式

前期末残高 △10,402 △11,388

当期変動額

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 158 13

当期変動額合計 △985 △433

当期末残高 △11,388 △11,822

株主資本合計

前期末残高 20,394,969 14,308,433

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △5,896,099 26,947

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 67 3

当期変動額合計 △6,086,535 26,503

当期末残高 14,308,433 14,334,936

（省略）

純資産合計

前期末残高 20,461,587 14,282,656

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △5,896,099 26,947

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 67 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92,395 46,179

当期変動額合計 △6,178,931 72,682

当期末残高 14,282,656 14,355,339
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（訂正後） 

 

 
  

  

(3)株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年1月1日
至 平成21年12月31日)

（省略）

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 3,051,431 △3,034,027

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

欠損填補 － 3,034,027

当期純利益 △5,896,099 30,813 

自己株式の処分 － △10

当期変動額合計 △6,085,459 3,064,830 

当期末残高 △3,034,027 30,803 

利益剰余金合計 △3,034,027 30,803 

自己株式

前期末残高 △10,402 △11,388

当期変動額

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 158 13

当期変動額合計 △985 △433

当期末残高 △11,388 △11,822

株主資本合計

前期末残高 20,394,969 14,308,433

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △5,896,099 30,813 

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 67 3

当期変動額合計 △6,086,535 30,369 

当期末残高 14,308,433 14,338,802 

（省略）

純資産合計

前期末残高 20,461,587 14,282,656

当期変動額

剰余金の配当 △189,359 －

当期純利益 △5,896,099 30,813 

自己株式の取得 △1,144 △447

自己株式の処分 67 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92,395 46,179

当期変動額合計 △6,178,931 76,548 

当期末残高 14,282,656 14,359,205 
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（訂正前） 

 
  

 
  

４０ページ

(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年12月31日)

当事業年度 
(平成21年12月31日)

１ 関係会社保証債務

金融機関からの借入金

パレロワイヤル原宿(合) 1,094,400千円

南麻布二十一(合) 592,800

サンテラス62(合) 1,088,700

2,775,900千円

１ 関係会社保証債務

金融機関からの借入金

パレロワイヤル原宿(合) 1,048,320千円

南麻布二十一(合) 567,840

サンテラス62(合) 1,042,860

2,659,020千円

 

※２ 関係会社債権、債務

売掛金 25,500千円

未収入金 25,788

長期未収入金 384,964

未払金 7,460

※２ 関係会社債権、債務

売掛金 24,000千円

未収入金

立替金

42,989

14,009

長期未収入金 394,529

未払金

仮受金

22,325

10,000

（訂正後）

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年12月31日)

当事業年度 
(平成21年12月31日)

１ 関係会社保証債務

金融機関からの借入金

パレロワイヤル原宿(合) 1,094,400千円

南麻布二十一(合) 592,800

サンテラス62(合) 1,088,700

2,775,900千円

１ 関係会社保証債務

金融機関からの借入金

パレロワイヤル原宿(合) 1,048,320千円

南麻布二十一(合) 567,840

サンテラス62(合) 1,042,860

2,659,020千円

 

※２ 関係会社債権、債務

売掛金 25,500千円

未収入金 25,788

長期未収入金 384,964

未払金 7,460

※２ 関係会社債権、債務

売掛金 24,000千円

未収入金

立替金

42,318

14,009

長期未収入金 394,529

未払金

仮受金

22,325

10,000
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 (注) １株当たり純資産額 

 
 (注) １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

  

４３ページ

（訂正前）

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 75円43銭

１株当たり当期純損失 31円14銭
 

１株当たり純資産額 75円82銭

１株当たり当期純利益 0円14銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類 ： 新株予約権

潜在株式の数 ： 4,469個
 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類 ： 新株予約権

潜在株式の数 ：    9,296個

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

貸借対照表上の純資産合計額 (千円) 14,282,656 14,355,339

普通株式に係る純資産額 (千円) 14,282,656 14,339,714

差額の主な内容

新株予約権
(千円)

― 15,625

普通株式の発行済株式数 (千株) 189,467 189,467

普通株式の自己株式数 (千株) 132 147

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数
(千株) 189,335 189,320

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

損益計算書上の当期純利益又は 

当期純損失(△)
(千円) △5,896,099 26,947

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失(△)
(千円) △5,896,099 26,947

普通株式の期中平均株式数 (千株) 189,347 189,324
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(１株当たり情報) 

 
  

 (注) １株当たり純資産額 

  

 
  

 (注) １株当たり当期純利益又は当期純損失 

  

 
  

  

以 上 

（訂正後）

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 75円43銭

１株当たり当期純損失 31円14銭
 

１株当たり純資産額 75円76銭

１株当たり当期純利益 0円16銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類 ： 新株予約権

潜在株式の数 ： 4,469個
 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類 ： 新株予約権

潜在株式の数 ：    9,296個

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

貸借対照表上の純資産合計額 (千円) 14,282,656 14,359,205

普通株式に係る純資産額 (千円) 14,282,656 14,343,580

差額の主な内容

新株予約権
(千円)

― 15,625

普通株式の発行済株式数 (千株) 189,467 189,467

普通株式の自己株式数 (千株) 132 147

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数
(千株) 189,335 189,320

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

損益計算書上の当期純利益又は 

当期純損失(△)
(千円) △5,896,099 30,813

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失(△)
(千円) △5,896,099 30,813

普通株式の期中平均株式数 (千株) 189,347 189,324
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配当支払開始予定日 ―

1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 1,142 3.3 △43 ― △2 ― △25 ―
20年12月期 1,106 28.0 △775 ― △991 ― △3,553 ―

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12月期 △0.13 ― △0.2 △0.0 △3.8
20年12月期 △18.77 ― △22.2 △5.0 △70.1
（参考） 持分法投資損益 21年12月期  △5百万円 20年12月期  0百万円

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12月期 16,362 12,988 79.3 68.52
20年12月期 16,649 13,029 78.2 68.81
（参考） 自己資本   21年12月期  12,973百万円 20年12月期  13,012百万円

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12月期 18 105 △251 506
20年12月期 △657 176 △32 632

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年12月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

573 △2.2 △2 ― △23 ― △35 ― △0.19

通期 1,240 8.5 51 ― 15 ― △13 ― △0.07



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、6ページ「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、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、29ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 ラヤ・ハジャ社 ） 除外 4社 （社名

センテナリー・デベロップメント社、グ
ローリー・ドラゴン・デベロップメント
社、ライト・タイム・プロパティーズ社、
チーム・ユナイテッド・プロパティーズ
社

）

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12月期 189,467,686株 20年12月期 189,467,686株
② 期末自己株式数 21年12月期  147,362株 20年12月期  132,010株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12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）

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12月期 667 13.0 △119 ― 33 ― 30 ―
20年12月期 590 △0.8 △802 ― △877 ― △5,896 ―

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12月期 0.16 ―
20年12月期 △31.14 ―

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12月期 14,833 14,359 96.7 75.76
20年12月期 14,896 14,282 95.9 75.43
（参考） 自己資本 21年12月期  14,343百万円 20年12月期  14,282百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31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 
上記の業績予想は、本業作成時点において入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれているた
め、実際の成果や業績は記載の予想と異なる可能性があります。 

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

298 △10.4 △78 ― △69 ― △71 ― △0.38

通期 658 △1.4 △108 ― △95 ― △98 ― △0.52




