
  

平成22年4月16日 

各  位 

                             会 社 名 株式会社テークスグループ 

                             代表者名 代 表 取 締 役 社 長  山本 勝三 

                                （コード番号 ７７１９ 東証第２部） 

                             問合せ先 常 務 取 締 役   平岡 昭一 

                                （ＴＥＬ．０４２－７８０－１６５０） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年2月期決算短信」の一部訂正について 

 

 

 平成22年4月14日に公表いたしました「平成22年2月期決算短信」の一部に誤りがございましたので、下記の

とおり訂正いたします。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します。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 
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【訂正箇所】 
11 ページ ４．連結財務諸表 
（訂正前） 
（２）連結損益計算書 

（単位：千円） 

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

≪前略≫ 

特別利益 

    ≪中略≫ 

その他 － 14,000

特別利益合計 135,486 111,437

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 138,020

減損損失 － ※3 98,650

土地売却損 11,361 －

たな卸資産評価損 13,885 47,718

その他の投資評価損 － 4,000

事業再構築引当金繰入 5,836 －

過年度損益修正損 － 21,351

特別損失合計 31,083 309,740

≪以下省略≫ 

 
 
 
（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３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

≪前略≫ 

特別利益 

    ≪中略≫ 

受取保険金 － 14,000

特別利益合計 135,486 111,437

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 138,020

減損損失 － ※3 98,650

土地売却損 11,361 －

たな卸資産評価損 13,885 47,718

会員権評価損 － 4,000

事業再構築引当金繰入 5,836 －

過年度消費税等 － 21,351

特別損失合計 31,083 309,740

≪以下省略≫ 

 
 



15 ページ ４．連結財務諸表 
 
（訂正前） 
（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３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

≪前略≫ 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 50,000 130,000

短期借入金の返済による支出 △334,531 △30,000

長期借入れによる収入 180,000 560,000

長期借入金の返済による支出 △196,798 △239,700

新株発行による収入 201,780 －

新株の取得による支出 △803 －

新株予約権の発行による収入 － 60,000

連結子会社の第３者割当増資による収入 － 30,000

社債の償還による支出 △80,000 △170,000

自己株式の取得による支出 △279 △25

その他 75 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,558 340,240

≪以下省略≫ 

 
 
 
（訂正後） 
（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３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

≪前略≫ 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 50,000 130,000

短期借入金の返済による支出 △334,531 △30,000

長期借入れによる収入 180,000 560,000

長期借入金の返済による支出 △196,798 △239,700

新株発行による収入 201,780 －

新株の取得による支出 △803 －

新株予約権の発行による収入 － 60,000

連結子会社の第三者割当増資による収入 － 30,000

社債の償還による支出 △80,000 △170,000

自己株式の取得による支出 △279 △25

その他 75 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,558 340,240

≪以下省略≫ 

 



 28ページ （退職給付関係） 

（訂正前） 

３．退職給付費用の内訳 

 前連結会計年度 

（ 自 平成20年3月1日 

 至 平成21年2月28日） 

当連結会計年度 

（ 自 平成21年3月1日 

 至 平成22年2月28日） 

退職給付費用（千円） 

（1）勤務費用(千円) 

（2）会計基準変更時差異の費用処理額(千円) 

 42,943

26,847

16,095

36,816

20,720

16,095

 

(訂正後) 

３．退職給付費用の内訳 

 前連結会計年度 

（ 自 平成20年3月1日 

 至 平成21年2月28日） 

当連結会計年度 

（ 自 平成21年3月1日 

 至 平成22年2月28日） 

退職給付費用（千円） 

（1）勤務費用(千円) 

（2）会計基準変更時差異の費用処理額(千円) 

 42,943

26,847

16,095

43,726

27,630

16,095

 

 

35ページ（関連当事者情報） 

（訂正前） 

（1）その他の関連会社等 

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又は

出資金 

（千円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金

額 

(千円) 

科目 
期末残高

(千円) 

その他の関

係会社の子

会社 

南野建設㈱ 
東京都世田

谷区 
100,000 建設業 なし 商品の販売 商品の販売 23,674 － －

 

（訂正後） 

（1）その他の関連会社等 

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又は

出資金 

（千円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金

額 

(千円) 

科目 
期末残高

(千円) 

その他の関

係会社の子

会社 

南野建設㈱ 
東京都世田

谷区 
100,000 建設業 なし 商品の販売 商品の販売 23,674 － －

（注） １．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    住生活事業に係る商品の販売・仕入は、一般的な市場価格を勘案して決定しております。 

 

 

 

 



42 ページ ５．個別財務諸表 
 
（訂正前） 
（２）損益計算書 

（単位：千円） 

  

前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

≪前略≫ 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 67,716

減損損失 － ※4 76,501

土地売却損 11,361 －

たな卸資産評価損 13,885 －

その他 － 4,000

特別損失合計 25,247 148,218

≪以下省略≫ 

 
 
 
（訂正後） 
（２）損益計算書 

（単位：千円） 

  

前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

≪前略≫ 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 67,716

減損損失 － ※4 76,501

土地売却損 11,361 －

たな卸資産評価損 13,885 －

会員権評価損 － 4,000

特別損失合計 25,247 148,218

≪以下省略≫ 

 
 



44～45 ページ ５．個別財務諸表 
（訂正前） 
（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３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,512,005 2,713,552

当期変動額 

新株の発行 100,890 －

新株予約権付社債の行使 100,656 －

当期変動額合計 201,546 －

当期末残高 2,713,552 2,713,552

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,814,755 200,233

当期変動額 

新株の発行 100,890 －

新株予約権付社債の行使 99,343 －

資本準備金の取崩 △1,814,755 －

当期変動額合計 △1,614,521 －

当期末残高 200,233 200,233

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 66,800 －

当期変動額 

利益準備金の取崩 △66,800 －

当期変動額合計 △66,800 －

当期末残高 － －

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △1,940,343 40,215

当期変動額 

資本準備金の取崩 1,814,755 －

利益準備金の取崩 66,800 －

土地再評価差額金の取崩 16,027 －

当期純利益 82,977 △208,448

当期変動額合計 1,980,559 －

当期末残高 40,215 △168,232

利益剰余金合計 

前期末残高 △1,873,543 40,215

当期変動額 

資本準備金の取崩 1,814,755 －

利益準備金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 16,027 －

当期純利益 82,977 －

当期変動額合計 1,913,759 －



（単位：千円） 

     

前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

当期末残高 40,215 △168,232

自己株式 

前期末残高 △3,268 △3,547

当期変動額 

自己株式の取得 △279 －

当期変動額合計 △279 －

当期末残高 △3,547 △3,573

株主資本合計 

前期末残高 2,449,948 2,950,453

当期変動額 

新株の発行 201,780 －

新株予約権付社債の行使 200,000 －

自己株式の取得 △279 －

資本準備金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 16,027 －

当期純利益 82,977 －

当期変動額合計 500,504 －

当期末残高 2,950,453 2,741,979

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 109 △2

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 －

当期変動額合計 △112 －

当期末残高 △2 49

土地再評価差額金 

前期末残高 617,249 601,222

当期変動額 

土地再評価差額金の取崩 △16,027 －

当期変動額合計 △16,027 －

当期末残高 601,222 601,222

評価・換算差額等合計 

前期末残高 617,359 601,220

当期変動額 

土地再評価差額金の取崩 △16,027 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 －

当期変動額合計 △16,139 －

当期末残高 601,220 601,272

 
 
 
 
 
 
 
 



（単位：千円） 

    

前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

新株予約権 

前期末残高  －

当期末残高 － 60,000

純資産合計 

前期末残高 3,067,308 3,551,673

当期変動額 

新株の発行 201,780 －

新株予約権付社債の行使 200,000 －

自己株式の取得 △279 △25

資本準備金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 － －

当期純利益 82,977 △208,448

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 60,026

当期変動額合計 484,365 △148,421

当期末残高 3,551,673 3,403,251

 
 



44～45 ページ ５．個別財務諸表 
（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３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,512,005 2,713,552

当期変動額 

新株の発行 100,890 －

新株予約権付社債の行使 100,656 －

当期変動額合計 201,546 －

当期末残高 2,713,552 2,713,552

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,814,755 200,233

当期変動額 

新株の発行 100,890 －

新株予約権付社債の行使 99,343 －

資本準備金の取崩 △1,814,755 －

当期変動額合計 △1,614,521 －

当期末残高 200,233 200,233

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 66,800 －

当期変動額 

利益準備金の取崩 △66,800 －

当期変動額合計 △66,800 －

当期末残高 － －

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △1,940,343 40,215

当期変動額 

資本準備金の取崩 1,814,755 －

利益準備金の取崩 66,800 －

土地再評価差額金の取崩 16,027 －

当期純利益 82,977 △208,448

当期変動額合計 1,980,559 △208,448

当期末残高 40,215 △168,232

利益剰余金合計 

前期末残高 △1,873,543 40,215

当期変動額 

資本準備金の取崩 1,814,755 －

利益準備金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 16,027 －

当期純利益 82,977 △208,448

当期変動額合計 1,913,759 △208,448



（単位：千円） 

     

前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

当期末残高 40,215 △168,232

自己株式 

前期末残高 △3,268 △3,547

当期変動額 

自己株式の取得 △279 △25

当期変動額合計 △279 △25

当期末残高 △3,547 △3,573

株主資本合計 

前期末残高 2,449,948 2,950,453

当期変動額 

新株の発行 201,780 －

新株予約権付社債の行使 200,000 －

自己株式の取得 △279 △25

資本準備金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 16,027 －

当期純利益 82,977 △208,448

当期変動額合計 500,504 △208,473

当期末残高 2,950,453 2,741,979

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 109 △2

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 52

当期変動額合計 △112 52

当期末残高 △2 49

土地再評価差額金 

前期末残高 617,249 601,222

当期変動額 

土地再評価差額金の取崩 △16,027 －

当期変動額合計 △16,027 －

当期末残高 601,222 601,222

評価・換算差額等合計 

前期末残高 617,359 601,220

当期変動額 

土地再評価差額金の取崩 △16,027 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 52

当期変動額合計 △16,139 52

当期末残高 601,220 601,272

 
 
 
 
 
 
 
 



（単位：千円） 

    

前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

 至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日)

新株予約権 

前期末残高 － －

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 60,000

当期変動額合計 － 60,000

当期末残高 － 60,000

純資産合計 

前期末残高 3,067,308 3,551,673

当期変動額 

新株の発行 201,780 －

新株予約権付社債の行使 200,000 －

自己株式の取得 △279 △25

資本準備金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 － －

当期純利益 82,977 △208,448

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 60,052

当期変動額合計 484,365 △148,421

当期末残高 3,551,673 3,403,251

 
 



 

 

47ページ（重要な会計方針） 

（訂正前）                                        

前事業年度 

（ 自 平成20年3月1日 

   至 平成21年2月28日） 

当事業年度 

（ 自 平成21年3月1日 

   至 平成22年2月28日） 

４ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   ≪以下省略≫ 

４ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 商品、製品、半製品、仕掛品 

  個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法） 

 原材料、貯蔵品 

  移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法） 

 

（訂正後） 

前事業年度 

（ 自 平成20年3月1日 

至 平成21年2月28日） 

当事業年度 

（ 自 平成21年3月1日 

至 平成22年2月28日） 

４ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   ≪以下省略≫ 

４ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 商品、製品、半製品、仕掛品 

  個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法） 

 原材料、貯蔵品 

  移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法） 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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日公表分）

を適用しております。 

なお、これによる影響額は軽微であります。 

 

以上  

 


