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（修正・数値データ修正あり）修正後発事象の発生に伴う 

「平成 22 年 3 月期決算短信」の訂正について 
  

 平成 22 年 5 月 13 日に公表いたしました「平成 22 年度 3 月期決算短信」について、下記の理由に

より訂正いたします。 

 

記 

 
【訂正理由】 
 当社子会社が株式を保有しております株式会社エフオーアイについて、平成 22 年 5 月 18 日付け

で東京証券取引所より整理銘柄に指定され平成 22 年 6 月 19 日付けで上場廃止となる発表がなされ

た後、平成 22 年 5 月 21 日付けで破産手続きを開始したことが明らかになりました。 
 それに伴い、当社子会社が保有しております同社株式につきまして、価格の回復可能性が見込め

ないものと判断し、特別損失として投資有価証券評価損 82 百万円を計上することとし、その内容

を修正後発事象として、平成 22 年 3 月期の連結財務諸表に反映させることといたしました。 
 これにより連結当期純利益は 1,809 百万円（修正前は 1,891 百万円）となりました。 

以上 
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【訂正内容】 

訂正箇所には、下線を付して表示しております。 

 

 

① 1.22年3月期の連結業績 （1）連結経営成績 １頁

② 1.22年3月期の連結業績 （2）連結財政状態 １頁

③ 2.配当の状況  １頁

④ 3.23年3月期の連結業績予想  １頁

⑤ 1.経営成績 （1）経営成績に関する分析 ３～４頁

⑥ 1.経営成績 （2）財政状態に関する分析 ５～６頁

⑦ 1.経営成績 （4）事業等のリスク ８頁

⑧ 4.連結財務諸表 （1）連結貸借対照表 12～13頁

⑨ 4.連結財務諸表 （2）連結損益計算書 15頁

⑩ 4.連結財務諸表 （3）連結株主資本変動計算書 16～17頁

⑪ 4.連結財務諸表 （4）連結キャッシュ・フロー計算書 18頁

⑫ 注記事項（セグメント情報） 1.事業の種類別セグメント 36頁

⑬ 注記事項（１株当たり情報）  38～39頁
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（１ページ） 

1. 22 年 3 月期の連結業績（平成 21 年 4 月 1日～平成 22 年 3 月 31 日） 

(1) 連結経営成績  
【訂正前】 

 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 ％

22年3月期 88,276 △5.5 4,464 86.6 4,226 119.1 1,891 － 
21年3月期 93,430 △13.5 2,393 △29.0 1,929 △36.9 △423 － 

 

 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 ％ ％ ％

22年3月期 56.05  54.49  22.0 6.3 5.1 
21年3月期 △12.61  －  △5.4 2.9 2.6  

 
【訂正後】 

 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 ％

22年3月期 88,276 △5.5 4,464 86.6 4,226 119.1 1,809 － 
21年3月期 93,430 △13.5 2,393 △29.0 1,929 △36.9 △423 － 

 

 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 ％ ％ ％

22年3月期 53.62  52.13  21.1 6.3 5.1 
21年3月期 △12.61  －  △5.4 2.9 2.6  

 
(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

 百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 67,911 10,571 14.4 283.69  
21年3月期 66,005 8,263 11.3 228.82   
(参考) 自己資本 22年3月期 9,758百万円 21年3月期 7,452百万円

 

【訂正後】 

 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

22年3月期 67,829 10,489 14.3 281.30  
21年3月期 66,005 8,263 11.3 228.82   
(参考) 自己資本 22年3月期 9,676百万円 21年3月期 7,452百万円

 
 

2. 配当の状況 
【訂正前】 

 １株当たり配当金 

 第１四半
期末 

第２四半
期末 

第３四半
期末 期末 合計 

配当金総
額 
(合計) 

配当性向 
(連結) 

純資産  
配当率  
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 － 2.00  － 0.00 2.00 67 － 0.9
22年3月期 － 0.00  － 2.00 2.00 68 3.6 0.8

22年3月期 
(予想) － 3.00  － 3.00 6.00  12.9 
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【訂正後】 

 １株当たり配当金 

 第１四半
期末 

第２四半
期末 

第３四半
期末 期末 合計 

配当金総
額 
(合計) 

配当性向 
(連結) 

純資産  
配当率  
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円銭 百万円 ％ ％

21年3月期 － 2.00  － 0.00 2.00 67 － 0.9
22年3月期 － 0.00  － 2.00 2.00 68 3.7 0.8

22年3月期 
(予想) － 3.00  － 3.00 6.00  12.9 

 

3. 23 年 3 月期の連結業績予想（平成 22 年 4 月 1日～平成 23 年 3 月 31 日） 
【訂正前】  

 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 44,000 5.8 1,800 25.3 1,500 19.7  600 6.4 17.44

通 期 88,000 △0.3 4,200 △5.9 3,600 △14.8 1,600 △15.4 46.51

 

【訂正後】 

 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 44,000 5.8 1,800 25.3 1,500 19.7  600 6.4 17.44

通 期 88,000 △0.3 4,200 △5.9 3,600 △14.8 1,600 △11.6 46.51

 

 
（3ページ） 
1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 
①業績全般の概況 
【訂正前】 

当連結会計年度における当社グループを取り巻く経営環境は、世界各国において緩やかながら改善傾

向が見られ、特にアジアにおいては中国やインドを中心に景気拡大が見込まれるようになり、わが国

においても失業率が高水準にあるなど厳しい側面もあるものの、個人消費を中心に景気持ち直しの動

きが見られるようになりました。 
  国内の新車販売台数は、政府のエコカー減税や買替補助金制度等の経済対策効果により夏以降は前
年を上回り好調に推移いたしましたが、中古車販売台数は経済対策等の恩恵がなく前年を割り込むこ

ととなり、当社グループの中核事業であります自動車販売関連事業における総自動車販売台数は

55,511台と、前年同期に比べ 3,366台（5.7％）減少いたしました。 
このように市場の変化が激しい環境下、当社グループはかねてより「新車販売に左右されない企業体

質」をテーマに、新車・中古車の台当り粗利の改善、サービス部門の収益性の改善、大幅な経費削減

等に取り組み、損益分岐点を引き下げると同時に財務体質の改善にも注力し、厳しい市場環境におけ

る販売台数の減少に充分対応できる企業体質の強化を成し遂げました。 
また、環境関連事業をはじめとする自動車販売関連事業以外のその他事業も好調に推移いたしました。 
以上の結果、当連結会計年度の業績は、連結売上高は 882 億 76 百万円（前年同期比 5.5％減）、営
業利益は 44 億 64 百万円（前年同期比 86.6％増）、経常利益は 42 億 26 百万円（前年同期比 119.1％
増）、当期純利益は 18億 91百万円（前年同期は 4億 23百万円の当期純損失）となり営業利益、経常
利益、当期純利益のすべての項目で過去最高を更新いたしました。 
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【訂正後】 

当連結会計年度における当社グループを取り巻く経営環境は、世界各国において緩やかながら改善傾

向が見られ、特にアジアにおいては中国やインドを中心に景気拡大が見込まれるようになり、わが国

においても失業率が高水準にあるなど厳しい側面もあるものの、個人消費を中心に景気持ち直しの動

きが見られるようになりました。 
  国内の新車販売台数は、政府のエコカー減税や買替補助金制度等の経済対策効果により夏以降は前
年を上回り好調に推移いたしましたが、中古車販売台数は経済対策等の恩恵がなく前年を割り込むこ

ととなり、当社グループの中核事業であります自動車販売関連事業における総自動車販売台数は

55,511台と、前年同期に比べ 3,366台（5.7％）減少いたしました。 
このように市場の変化が激しい環境下、当社グループはかねてより「新車販売に左右されない企業体

質」をテーマに、新車・中古車の台当り粗利の改善、サービス部門の収益性の改善、大幅な経費削減

等に取り組み、損益分岐点を引き下げると同時に財務体質の改善にも注力し、厳しい市場環境におけ

る販売台数の減少に充分対応できる企業体質の強化を成し遂げました。 
また、環境関連事業をはじめとする自動車販売関連事業以外のその他事業も好調に推移いたしました。 
以上の結果、当連結会計年度の業績は、連結売上高は 882 億 76 百万円（前年同期比 5.5％減）、営
業利益は 44 億 64 百万円（前年同期比 86.6％増）、経常利益は 42 億 26 百万円（前年同期比 119.1％
増）、当期純利益は 18 億 9 百万円（前年同期は 4 億 23 百万円の当期純損失）となり営業利益、経常
利益、当期純利益のすべての項目で過去最高を更新いたしました。 

  
（4ページ） 
③次期の見通し 

【訂正前】 

今後の経営環境としては、世界経済は緩やかな回復基調が続き、日本経済も底堅く推移し、下振れ

リスクは以前より軽減しているものと思われますが、ギリシャ財政問題など世界経済の不安定要因に

よる円高の懸念もあり、引き続き厳しい状況にあると認識しております。 
国内自動車販売市場は、買替補助金制度の終了による新車販売台数の反動減により市場は一時的に縮

小すると想定しておりますが、メーカーの新型車の市場投入やエコカー減税策が継続されること等に

より、今後も低燃費車やコンパクトカーのニーズは底堅く推移するものと思われます。このような環

境下、当社グループとしては、従来にもましてグループ各社の連携を強化するとともに、中古車やサ

ービス部門等の基盤収益の強化や環境関連事業の高収益成長分野の更なる拡大に注力し、また併行し

て財務体質の強化にも継続的に取り組んでまいる所存であります。 
なお、平成 23年 3月期の見通しにつきましては、連結売上高は 880億円(前年同期比 0.3％減)、連
結営業利益は 42 億円（前年同期比 5.9％減）、連結経常利益は 36 億円(前年同期比 14.8％減)、連結
当期純利益 16億円（前年同期比 15.4％減）を見込んでおります。 

 
【訂正後】 

今後の経営環境としては、世界経済は緩やかな回復基調が続き、日本経済も底堅く推移し、下振れ

リスクは以前より軽減しているものと思われますが、ギリシャ財政問題など世界経済の不安定要因に

よる円高の懸念もあり、引き続き厳しい状況にあると認識しております。 
国内自動車販売市場は、買替補助金制度の終了による新車販売台数の反動減により市場は一時的に縮

小すると想定しておりますが、メーカーの新型車の市場投入やエコカー減税策が継続されること等に

より、今後も低燃費車やコンパクトカーのニーズは底堅く推移するものと思われます。このような環

境下、当社グループとしては、従来にもましてグループ各社の連携を強化するとともに、中古車やサ

ービス部門等の基盤収益の強化や環境関連事業の高収益成長分野の更なる拡大に注力し、また併行し

て財務体質の強化にも継続的に取り組んでまいる所存であります。 
なお、平成 23年 3月期の見通しにつきましては、連結売上高は 880億円(前年同期比 0.3％減)、連
結営業利益は 42 億円（前年同期比 5.9％減）、連結経常利益は 36 億円(前年同期比 14.8％減)、連結
当期純利益 16億円（前年同期比 11.6％減）を見込んでおります。 
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（5ページ） 

 (2) 財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況 

【訂正前】 

ロ 固定資産 
当連結会計年度末における固定資産の残高は 447億 58百万円となり、前連結会計年度末 500億

96 百万円と比較し 53 億 37 百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産の減少（37 億 56
百万円）、のれんの減少（7 億 67 百万円）、繰延税金資産の減少（5 億 59 百万円）等によるもの
であります。 

【訂正後】 

ロ 固定資産 
当連結会計年度末における固定資産の残高は 446億 76百万円となり、前連結会計年度末 500億

96 百万円と比較し 54 億 19 百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産の減少（37 億 56
百万円）、のれんの減少（7 億 67 百万円）、繰延税金資産の減少（5 億 59 百万円）等によるもの
であります。 

【訂正前】 

ホ 純資産 
当連結会計年度末における純資産の残高は 105 億 71 百万円となり、前連結会計年度末 82 億 63
百万円と比較し 23 億 8 百万円増加いたしました。これは主に当期純利益（18 億 91 百万円）、そ
の他有価証券評価差額金の増加（2億 31百万円）等によるものであります。 

 
【訂正後】 

ホ 純資産 
当連結会計年度末における純資産の残高は 104 億 89 百万円となり、前連結会計年度末 82 億 63
百万円と比較し 22 億 26 百万円増加いたしました。これは主に当期純利益（18 億 9 百万円）、そ
の他有価証券評価差額金の増加（2億 31百万円）等によるものであります。 
    

（6ページ） 
②キャッシュ・フロー 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
【訂正前】 

 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

自己資本比率（％） 18.1 10.9 12.0 11.3 14.4 

時価ベースの自己資本比率(％） 32.7 23.5 5.8 2.9 8.2 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％） 9.1 12.4 6.9  － 4.1 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 20.2 8.2 9.2 － 14.8 

 
【訂正後】 

 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

自己資本比率（％） 18.1 10.9 12.0 11.3 14.3 

時価ベースの自己資本比率(％） 32.7 23.5 5.8 2.9 8.2 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％） 9.1 12.4 6.9  － 4.1 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 20.2 8.2 9.2 － 14.8 
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（8ページ） 
（4）事業等のリスク 
 
【訂正前】 

 
前連結会計年度 

(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 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

長期借入金及び短期借入金 
(百万円) 

34,599 31,026 

社債 (百万円) 200 320 

その他有利子負債   （注２）

(百万円) 
1,785 1,575 

有利子負債残高(Ａ) (百万円) 36,585 32,921 

総資産額(Ｂ) (百万円) 66,005 67,911 

有利子負債依存度(Ａ／Ｂ) 55.4％ 48.5％ 

 
【訂正後】 

 
前連結会計年度 

(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 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

長期借入金及び短期借入金 
(百万円) 

34,599 31,026 

社債 (百万円) 200 320 

その他有利子負債   （注２）

(百万円) 
1,785 1,575 

有利子負債残高(Ａ) (百万円) 36,585 32,921 

総資産額(Ｂ) (百万円) 66,005 67,829 

有利子負債依存度(Ａ／Ｂ) 55.4％ 48.5％ 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

【訂正前】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,908,065 ※2 7,042,935

受取手形及び売掛金 3,319,584 3,237,504

リース債権及びリース投資資産 1,461,759 1,997,391

商品及び製品 4,755,606 6,758,134

仕掛品 386,728 188,669

原材料及び貯蔵品 86,003 87,950

繰延税金資産 720,979 646,133

その他 3,334,669 3,223,246

貸倒引当金 △64,728 △29,632

流動資産合計 15,908,669 23,152,332

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 17,836,051 ※2 16,653,453

減価償却累計額 △10,042,608 △10,310,618

建物及び構築物（純額） 7,793,443 6,342,834

機械装置及び運搬具 3,360,941 2,200,767

減価償却累計額 △1,532,382 △1,316,025

機械装置及び運搬具（純額） 1,828,558 884,741

土地 ※2 18,201,469 ※2 16,415,801

リース資産 1,144,687 2,066,675

減価償却累計額 △168,952 △591,915

リース資産（純額） 975,734 1,474,760

その他 1,329,785 1,326,144

減価償却累計額 △1,060,668 △1,132,617

その他（純額） 269,116 193,526

有形固定資産合計 29,068,321 25,311,664

無形固定資産

のれん ※3 12,649,790 ※3 11,882,367

その他 665,411 620,568

無形固定資産合計 13,315,201 12,502,936

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2 4,889,351 ※1, ※2 4,810,160

長期貸付金 611,903 433,407

繰延税金資産 1,072,851 513,778

差入保証金 862,682 849,997

その他 522,243 534,191

貸倒引当金 △246,201 △197,296

投資その他の資産合計 7,712,830 6,944,239

固定資産合計 50,096,353 44,758,840

資産合計 66,005,023 67,911,173
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【訂正後】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,908,065 ※2 7,042,935

受取手形及び売掛金 3,319,584 3,237,504

リース債権及びリース投資資産 1,461,759 1,997,391

商品及び製品 4,755,606 6,758,134

仕掛品 386,728 188,669

原材料及び貯蔵品 86,003 87,950

繰延税金資産 720,979 646,133

その他 3,334,669 3,223,246

貸倒引当金 △64,728 △29,632

流動資産合計 15,908,669 23,152,332

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 17,836,051 ※2 16,653,453

減価償却累計額 △10,042,608 △10,310,618

建物及び構築物（純額） 7,793,443 6,342,834

機械装置及び運搬具 3,360,941 2,200,767

減価償却累計額 △1,532,382 △1,316,025

機械装置及び運搬具（純額） 1,828,558 884,741

土地 ※2 18,201,469 ※2 16,415,801

リース資産 1,144,687 2,066,675

減価償却累計額 △168,952 △591,915

リース資産（純額） 975,734 1,474,760

その他 1,329,785 1,326,144

減価償却累計額 △1,060,668 △1,132,617

その他（純額） 269,116 193,526

有形固定資産合計 29,068,321 25,311,664

無形固定資産

のれん ※3 12,649,790 ※3 11,882,367

その他 665,411 620,568

無形固定資産合計 13,315,201 12,502,936

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2 4,889,351 ※1, ※2 4,728,160

長期貸付金 611,903 433,407

繰延税金資産 1,072,851 513,778

差入保証金 862,682 849,997

その他 522,243 534,191

貸倒引当金 △246,201 △197,296

投資その他の資産合計 7,712,830 6,862,239

固定資産合計 50,096,353 44,676,840

資産合計 66,005,023 67,829,173
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【訂正前】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,139,723 13,081,061

短期借入金 ※2, ※5 26,929,105 ※2, ※4 21,227,424

リース債務 1,776,629 2,597,413

未払金 2,247,345 377,268

未払法人税等 509,257 1,287,703

賞与引当金 825,537 814,575

その他 2,937,112 3,507,591

流動負債合計 44,364,711 42,893,039

固定負債

社債 170,000 290,000

長期借入金 ※2, ※5 7,670,548 ※2, ※4 9,799,202

リース債務 689,200 943,179

繰延税金負債 1,265,002 1,249,194

退職給付引当金 1,706,757 1,481,579

役員退職慰労引当金 69,800 208,133

長期未払金 239,599 143,437

その他 ※2 1,565,692 331,628

固定負債合計 13,376,599 14,446,354

負債合計 57,741,311 57,339,394

純資産の部

株主資本

資本金 2,378,700 2,453,700

資本剰余金 908,891 991,926

利益剰余金 4,505,812 6,397,058

自己株式 △218,694 △193,334

株主資本合計 7,574,708 9,649,349

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △122,106 109,412

評価・換算差額等合計 △122,106 109,412

新株予約権 46,960 57,500

少数株主持分 764,150 755,516

純資産合計 8,263,712 10,571,779

負債純資産合計 66,005,023 67,911,173
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【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,139,723 13,081,061

短期借入金 ※2, ※5 26,929,105 ※2, ※4 21,227,424

リース債務 1,776,629 2,597,413

未払金 2,247,345 377,268

未払法人税等 509,257 1,287,703

賞与引当金 825,537 814,575

その他 2,937,112 3,507,591

流動負債合計 44,364,711 42,893,039

固定負債

社債 170,000 290,000

長期借入金 ※2, ※5 7,670,548 ※2, ※4 9,799,202

リース債務 689,200 943,179

繰延税金負債 1,265,002 1,249,194

退職給付引当金 1,706,757 1,481,579

役員退職慰労引当金 69,800 208,133

長期未払金 239,599 143,437

その他 ※2 1,565,692 331,628

固定負債合計 13,376,599 14,446,354

負債合計 57,741,311 57,339,394

純資産の部

株主資本

資本金 2,378,700 2,453,700

資本剰余金 908,891 991,926

利益剰余金 4,505,812 6,315,058

自己株式 △218,694 △193,334

株主資本合計 7,574,708 9,567,349

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △122,106 109,412

評価・換算差額等合計 △122,106 109,412

新株予約権 46,960 57,500

少数株主持分 764,150 755,516

純資産合計 8,263,712 10,489,779

負債純資産合計 66,005,023 67,829,173

- 11 -



 
  

（15ページ）

(2)【連結損益計算書】

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

固定資産売却損 ※2 105,932 ※2 73,410

固定資産除却損 ※3 215,490 ※3 16,546

投資有価証券売却損 154,471 22,663

投資有価証券評価損 566,340 293,106

減損損失 ※4 488,223 ※4 359,690

貸倒引当金繰入額 82,697 10,097

役員退職慰労引当金繰入額 － 90,386

その他 219,810 48,851

特別損失合計 1,832,966 914,754

税金等調整前当期純利益 255,379 3,857,356

法人税、住民税及び事業税 818,896 1,415,401

法人税等調整額 △197,406 509,783

法人税等合計 621,489 1,925,185

少数株主利益 57,074 40,925

当期純利益又は当期純損失（△） △423,184 1,891,245

【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

固定資産売却損 ※2 105,932 ※2 73,410

固定資産除却損 ※3 215,490 ※3 16,546

投資有価証券売却損 154,471 22,663

投資有価証券評価損 566,340 375,106

減損損失 ※4 488,223 ※4 359,690

貸倒引当金繰入額 82,697 10,097

役員退職慰労引当金繰入額 － 90,386

その他 219,810 48,851

特別損失合計 1,832,966 996,754

税金等調整前当期純利益 255,379 3,775,356

法人税、住民税及び事業税 818,896 1,415,401

法人税等調整額 △197,406 509,783

法人税等合計 621,489 1,925,185

少数株主利益 57,074 40,925

当期純利益又は当期純損失（△） △423,184 1,809,245
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

【訂正前】

(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,378,700 2,378,700

当期変動額

新株の発行 － 75,000

当期変動額合計 － 75,000

当期末残高 2,378,700 2,453,700

資本剰余金

前期末残高 976,278 908,891

当期変動額

新株の発行 － 75,000

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △67,387 －

自己株式の処分 － 8,035

当期変動額合計 △67,387 83,035

当期末残高 908,891 991,926

利益剰余金

前期末残高 5,073,799 4,505,812

当期変動額

剰余金の配当 △135,672 －

当期純利益又は当期純損失（△） △423,184 1,891,245

その他 △9,129 －

当期変動額合計 △567,986 1,891,245

当期末残高 4,505,812 6,397,058

自己株式

前期末残高 △100,964 △218,694

当期変動額

自己株式の取得 △117,730 △4

自己株式の処分 － 25,365

当期変動額合計 △117,730 25,360

当期末残高 △218,694 △193,334

株主資本合計

前期末残高 8,327,813 7,574,708

当期変動額

新株の発行 － 150,000

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △67,387 －

剰余金の配当 △135,672 －

当期純利益又は当期純損失（△） △423,184 1,891,245

自己株式の取得 △117,730 △4

自己株式の処分 － 33,400

その他 △9,129 －

当期変動額合計 △753,104 2,074,641

当期末残高 7,574,708 9,649,349
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【訂正後】

(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,378,700 2,378,700

当期変動額

新株の発行 － 75,000

当期変動額合計 － 75,000

当期末残高 2,378,700 2,453,700

資本剰余金

前期末残高 976,278 908,891

当期変動額

新株の発行 － 75,000

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △67,387 －

自己株式の処分 － 8,035

当期変動額合計 △67,387 83,035

当期末残高 908,891 991,926

利益剰余金

前期末残高 5,073,799 4,505,812

当期変動額

剰余金の配当 △135,672 －

当期純利益又は当期純損失（△） △423,184 1,809,245

その他 △9,129 －

当期変動額合計 △567,986 1,809,245

当期末残高 4,505,812 6,315,058

自己株式

前期末残高 △100,964 △218,694

当期変動額

自己株式の取得 △117,730 △4

自己株式の処分 － 25,365

当期変動額合計 △117,730 25,360

当期末残高 △218,694 △193,334

株主資本合計

前期末残高 8,327,813 7,574,708

当期変動額

新株の発行 － 150,000

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △67,387 －

剰余金の配当 △135,672 －

当期純利益又は当期純損失（△） △423,184 1,809,245

自己株式の取得 △117,730 △4

自己株式の処分 － 33,400

その他 △9,129 －

当期変動額合計 △753,104 1,992,641

当期末残高 7,574,708 9,567,349
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【訂正前】

(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △201,197 △122,106

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,090 231,519

当期変動額合計 79,090 231,519

当期末残高 △122,106 109,412

評価・換算差額等合計

前期末残高 △201,197 △122,106

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,090 231,519

当期変動額合計 79,090 231,519

当期末残高 △122,106 109,412

新株予約権

前期末残高 － 46,960

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,960 10,539

当期変動額合計 46,960 10,539

当期末残高 46,960 57,500

少数株主持分

前期末残高 2,635,544 764,150

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,871,394 △8,633

当期変動額合計 △1,871,394 △8,633

当期末残高 764,150 755,516

純資産合計

前期末残高 10,762,160 8,263,712

当期変動額

新株の発行 － 150,000

剰余金の配当 △135,672 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △67,387 －

当期純利益又は当期純損失（△） △423,184 1,891,245

自己株式の取得 △117,730 △4

自己株式の処分 － 33,400

その他 △9,129 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,745,343 233,425

当期変動額合計 △2,498,448 2,308,066

当期末残高 8,263,712 10,571,779
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【訂正後】

(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △201,197 △122,106

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,090 231,519

当期変動額合計 79,090 231,519

当期末残高 △122,106 109,412

評価・換算差額等合計

前期末残高 △201,197 △122,106

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,090 231,519

当期変動額合計 79,090 231,519

当期末残高 △122,106 109,412

新株予約権

前期末残高 － 46,960

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,960 10,539

当期変動額合計 46,960 10,539

当期末残高 46,960 57,500

少数株主持分

前期末残高 2,635,544 764,150

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,871,394 △8,633

当期変動額合計 △1,871,394 △8,633

当期末残高 764,150 755,516

純資産合計

前期末残高 10,762,160 8,263,712

当期変動額

新株の発行 － 150,000

剰余金の配当 △135,672 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △67,387 －

当期純利益又は当期純損失（△） △423,184 1,809,245

自己株式の取得 △117,730 △4

自己株式の処分 － 33,400

その他 △9,129 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,745,343 233,425

当期変動額合計 △2,498,448 2,226,066

当期末残高 8,263,712 10,489,779
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

【訂正前】

(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 255,379 3,857,356

減価償却費 1,790,564 1,647,728

減損損失 488,223 359,690

のれん償却額 766,979 756,399

貸倒引当金の増減額（△は減少） 104,398 11,958

賞与引当金の増減額（△は減少） △79,804 △10,962

退職給付引当金の増減額（△は減少） △98,688 △225,178

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,166 138,332

受取利息及び受取配当金 △64,315 △76,955

支払利息 504,291 534,006

為替差損益（△は益） 45,013 20,856

持分法による投資損益（△は益） 51,917 △128,736

固定資産売却損益（△は益） 89,502 4,142

固定資産除却損 215,490 16,546

投資有価証券評価損益（△は益） 566,340 293,106

投資有価証券売却損益（△は益） 135,213 △10,945

売上債権の増減額（△は増加） 1,721,842 △179,315

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,676,048 △1,831,982

仕入債務の増減額（△は減少） △7,042,589 3,941,337

その他の流動資産の増減額（△は増加） 506,930 △38,260

その他の流動負債の増減額（△は減少） △171,751 613,844

その他 △116,189 △340,343

小計 1,361,966 9,352,628

利息及び配当金の受取額 101,255 55,575

利息の支払額 △481,176 △542,838

法人税等の支払額 △1,574,268 △1,538,649

法人税等の還付額 － 692,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △592,223 8,018,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,364,701 △1,182,234

有形固定資産の売却による収入 1,739,315 3,106,333

無形固定資産の取得による支出 △439,436 △34,662

投資有価証券の取得による支出 △809,019 △89,012

投資有価証券の売却による収入 738,871 327,672

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 － ※3 105,173

貸付けによる支出 △956,062 △16,926

貸付金の回収による収入 974,476 1,177,195

敷金及び保証金の差入による支出 △129,988 △48,696

敷金及び保証金の回収による収入 113,391 32,913

その他 351,384 △190,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,781,769 3,186,820
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【訂正後】

(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 255,379 3,775,356

減価償却費 1,790,564 1,647,728

減損損失 488,223 359,690

のれん償却額 766,979 756,399

貸倒引当金の増減額（△は減少） 104,398 11,958

賞与引当金の増減額（△は減少） △79,804 △10,962

退職給付引当金の増減額（△は減少） △98,688 △225,178

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,166 138,332

受取利息及び受取配当金 △64,315 △76,955

支払利息 504,291 534,006

為替差損益（△は益） 45,013 20,856

持分法による投資損益（△は益） 51,917 △128,736

固定資産売却損益（△は益） 89,502 4,142

固定資産除却損 215,490 16,546

投資有価証券評価損益（△は益） 566,340 375,106

投資有価証券売却損益（△は益） 135,213 △10,945

売上債権の増減額（△は増加） 1,721,842 △179,315

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,676,048 △1,831,982

仕入債務の増減額（△は減少） △7,042,589 3,941,337

その他の流動資産の増減額（△は増加） 506,930 △38,260

その他の流動負債の増減額（△は減少） △171,751 613,844

その他 △116,189 △340,343

小計 1,361,966 9,352,628

利息及び配当金の受取額 101,255 55,575

利息の支払額 △481,176 △542,838

法人税等の支払額 △1,574,268 △1,538,649

法人税等の還付額 － 692,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △592,223 8,018,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,364,701 △1,182,234

有形固定資産の売却による収入 1,739,315 3,106,333

無形固定資産の取得による支出 △439,436 △34,662

投資有価証券の取得による支出 △809,019 △89,012

投資有価証券の売却による収入 738,871 327,672

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 － ※3 105,173

貸付けによる支出 △956,062 △16,926

貸付金の回収による収入 974,476 1,177,195

敷金及び保証金の差入による支出 △129,988 △48,696

敷金及び保証金の回収による収入 113,391 32,913

その他 351,384 △190,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,781,769 3,186,820
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（36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４月１日 至 平成 22年３月 31日) 
【訂正前】 

 
自動車販売 
関連事業 

(千円) 

住宅関連 
事業 

(千円) 

不動産賃貸 
事業 

(千円) 

投資関連 
事業 

(千円) 

環境関連 
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 83,594,389 2,926,501 388,161 4,294 1,363,570 88,276,916 － 

 88,276,916 

(2)セグメント間の
内部売上高又は

振替高 
34,998 107,518 45,311 35,087 2,453 225,370 （ 225,370） － 

計 83,629,387 3,034,020 433,473 39,381 1,366,024 88,502,287 （ 225,370） 88,276,916 

営業費用 79,471,476 3,016,987 276,560 65,264 1,078,565 83,908,855 （  96,307） 83,812,547 

営業利益 
(△は営業損失) 4,157,910 17,032 156,912 △25,882 287,458 4,593,431 （ 129,062） 4,464,368 

Ⅱ 資産、減価 
償却費、減損 
損失及び 
資本的支出 

        

資産 64,852,260 949,817 2,485,753 13,921,074 377,486 82,586,392 （14,675,219） 67,911,173 

減価償却費 1,573,144 7,838 65,327 － 6,832 1,653,142 （     5,413） 1,647,728 

減損損失 － － 349,101 10,589 － 359,690 － 359,690 

資本的支出 2,094,261 11,623 20,481 － 3,488 2,129,853 （   7,044） 2,122,809 
 
【訂正後】 

 
自動車販売 
関連事業 

(千円) 

住宅関連 
事業 

(千円) 

不動産賃貸 
事業 

(千円) 

投資関連 
事業 

(千円) 

環境関連 
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 83,594,389 2,926,501 388,161 4,294 1,363,570 88,276,916 － 

 88,276,916 

(2)セグメント間の
内部売上高又は

振替高 
34,998 107,518 45,311 35,087 2,453 225,370 （ 225,370） － 

計 83,629,387 3,034,020 433,473 39,381 1,366,024 88,502,287 （ 225,370） 88,276,916 

営業費用 79,471,476 3,016,987 276,560 65,264 1,078,565 83,908,855 （  96,307） 83,812,547 

営業利益 
(△は営業損失) 4,157,910 17,032 156,912 △25,882 287,458 4,593,431 （ 129,062） 4,464,368 

Ⅱ 資産、減価 
償却費、減損 
損失及び 
資本的支出 

        

資産 64,852,260 949,817 2,485,753 13,839,074 377,486 82,504,392 （14,675,219） 67,829,173 

減価償却費 1,573,144 7,838 65,327 － 6,832 1,653,142 （     5,413） 1,647,728 

減損損失 － － 349,101 10,589 － 359,690 － 359,690 

資本的支出 2,094,261 11,623 20,481 － 3,488 2,129,853 （   7,044） 2,122,809  

- 19 -



（38ページ） 
(１株当たり情報) 

 
【訂正前】 

項目 
前連結会計年度 

(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 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 228円82銭 283円69銭 
１株当たり当期純利益又は 
当期純損失(△) 

△12円61銭 56円05銭 

潜在株式調整後 
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

については潜在株式は存在するものの１

株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。 

54円49銭 
 

(注) 算定上の基礎 
１. １株当たり純資産額 

項目 
 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 8,263,712 10,571,779 
普通株式に係る純資産額(千円) 7,452,601 9,758,762 
差額の主な内訳(千円) 
 新株予約権 

 
46,960 

 
57,500 

少数株主持分 764,150 755,516 
普通株式の発行済株式数(株) 34,293,693 35,924,118 
普通株式の自己株式数(株) 1,724,315 1,524,344 
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数(株) 
32,569,378 34,399,774 

 
【訂正後】 

項目 
前連結会計年度 

(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 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 228円82銭 281円30銭 
１株当たり当期純利益又は 
当期純損失(△) 

△12円61銭 53円62銭 

潜在株式調整後 
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

については潜在株式は存在するものの１

株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。 

52円13銭 
 

(注) 算定上の基礎 
１. １株当たり純資産額 

項目 
 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 8,263,712 10,489,779 
普通株式に係る純資産額(千円) 7,452,601 9,676,762 
差額の主な内訳(千円) 
 新株予約権 

 
46,960 

 
57,500 

少数株主持分 764,150 755,516 
普通株式の発行済株式数(株) 34,293,693 35,924,118 
普通株式の自己株式数(株) 1,724,315 1,524,344 
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数(株) 
32,569,378 34,399,774 
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（39ページ） 
  ２. １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
【訂正前】 

項目 
前連結会計年度 

(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 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（1）１株当たり当期純利益   
当期純利益(又は当期純損失(△)千円) △423,184 1,891,245 
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) ― ― 
普通株式に係る当期純利益 
(又は当期純損失(△)千円) 

△423,184 1,891,245 

普通株式の期中平均株式数(株) 33,571,975 33,742,831 
 
【訂正後】 

項目 
前連結会計年度 

(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 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（1）１株当たり当期純利益   
当期純利益(又は当期純損失(△)千円) △423,184 1,809,245 
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) ― ― 
普通株式に係る当期純利益 
(又は当期純損失(△)千円) 

△423,184 1,809,245 

普通株式の期中平均株式数(株) 33,571,975 33,742,831 
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