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平成 22 年 6 月 17 日 

各   位 

 

 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 平成 22 年６月１日に公表いたしました「平成 22 年３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おります。 

記 

１．訂正内容 

  連結貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書の記載数値の一部に誤りがあったため、関連する箇所を訂正す

るものであります。 

 

２．訂正箇所 

頁数 訂正項目 

1 頁 １．22 年 3 月期の連結業績  

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

4 頁 １．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

12 頁 ４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

16 頁 ４．連結財務諸表 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

25 頁 注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

34 頁 注記事項 

（税効果会計関係） 

 

３．訂正内容 

＜1 頁＞ 

１．22 年 3 月期の連結業績 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 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 

22年3月期 

21年3月期 

235 

△22,479 

742 

△588 

△2,693 

22,707 

8,657 

10,373 

【訂正後】 

 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 

22年3月期 

21年3月期 

326 

△22,479 

651 

△588 

△2,693 

22,707 

8,657 

10,373 

 

会 社 名 大 和 シ ス テ ム 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 広本 和彦 

（コード番号 8939 東証第一部） 

問合せ先 取締役総合企画部長 菰池 道夫 

（TEL 06－6205－7011） 
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＜4 頁＞ 

１．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

【訂正前】 

・・・・・（省略）・・・・・ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、営業活動による資金は 235 百万円の増加（同 22,479 百万円の減少）となりま

した。これは主に、たな卸資産の減少等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、投資活動による資金の増加は 742 百万円（同 588 百万円の減少）となりました。

これは主に、投資有価証券の売却等によるものであります。 

・・・・・（省略）・・・・・ 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 第 63 期 

平成 20 年 3 月期 

第 64 期 

平成 21 年 3 月期 

第 65 期 

平成 22 年 3 月期 

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） △23,605,815 △22,479,739 235,089 

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） 3,240,660 △588,310 742,646 

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） 25,247,313 22,707,214 △2,693,627 

現金及び現金同等物の期末残高  （千円） 10,734,251 10,373,416 8,657,524 

債務償還年数          （ 年 ） ― ― 262.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（ 倍 ） ― ― 0.1 

・・・・・（省略）・・・・・ 

 

 

【訂正後】 

・・・・・（省略）・・・・・ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、営業活動による資金は 326 百万円の増加（同 22,479 百万円の減少）となりま

した。これは主に、たな卸資産の減少等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、投資活動による資金の増加は 651 百万円（同 588 百万円の減少）となりました。

これは主に、投資有価証券の売却等によるものであります。 

・・・・・（省略）・・・・・ 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 第 63 期 

平成 20 年 3 月期 

第 64 期 

平成 21 年 3 月期 

第 65 期 

平成 22 年 3 月期 

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） △23,605,815 △22,479,739 326,492 

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） 3,240,660 △588,310 651,244 

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） 25,247,313 22,707,214 △2,693,627 

現金及び現金同等物の期末残高  （千円） 10,734,251 10,373,416 8,657,524 

債務償還年数          （ 年 ） ― ― 189.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（ 倍 ） ― ― 0.2 

・・・・・（省略）・・・・・ 
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＜12 頁＞ 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表   

【訂正前】   

 ・・・・・（省略）・・・・・   

  （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、工事未払金及び土地買収未払金等 10,003,115 5,239,477 

  短期借入金 1,000,000 － 

  1 年内償還予定の社債 － 640,000 

  1 年内返済予定の長期借入金 540,000 － 

  未払金 1,538,793 247,274 

  未払法人税等 19,627 41,111 

  未成工事受入金及び前受金 4,502,137 1,636,168 

  賞与引当金 83,000 49,000 

  完成工事補償引当金 16,919 8,775 

  訴訟損失引当金 － 150,000 

  その他 1,736,626 1,619,207 

  流動負債合計 19,440,219 9,631,014 

 固定負債   

  長期借入金 62,655,000 60,867,302 

  長期預り保証金 2,559,995 2,447,000 

  長期預り金 3,100,000 3,100,000 

  繰延税金負債 31,052 46,336 

  再評価に係る繰延税金負債  100  100 

  退職給付引当金 3,372,913 3,295,801 

  役員退職慰労引当金 455,574 455,574 

  リース資産減損勘定 630,615 831,755 

  その他 311,096 378,328 

  固定負債合計 73,116,348 71,422,198 

 負債合計 92,556,568 81,053,213 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,240,725 3,240,725 

  資本剰余金 3,413,694 3,413,694 

  利益剰余金 △1,751,364 △30,562,651 

  自己株式 △373,216 △373,216 

  株主資本合計 4,529,838 △24,281,448 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △296,485 16,550 

  土地再評価差額金  △652,044  △7,116 

  評価・換算差額等合計 △948,529 9,434 

 純資産合計 3,581,308 △24,272,014 

負債純資産合計 96,137,877 56,781,198 

    

 ・・・・・（省略）・・・・・ 

 

 

 

 



 －4－ 

 

【訂正後】   

 ・・・・・（省略）・・・・・   

  （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、工事未払金及び土地買収未払金等 10,003,115 5,239,477 

  短期借入金 1,000,000 － 

  1 年内償還予定の社債 － 640,000 

  1 年内返済予定の長期借入金 540,000 10,850,000 

  未払金 1,538,793 247,274 

  未払法人税等 19,627 41,111 

  未成工事受入金及び前受金 4,502,137 1,636,168 

  賞与引当金 83,000 49,000 

  完成工事補償引当金 16,919 8,775 

  訴訟損失引当金 － 150,000 

  その他 1,736,626 1,619,207 

  流動負債合計 19,440,219 20,481,014 

 固定負債   

  長期借入金 62,655,000 50,017,302 

  長期預り保証金 2,559,995 2,447,000 

  長期預り金 3,100,000 3,100,000 

  繰延税金負債 31,052 46,336 

  再評価に係る繰延税金負債 100  100 

  退職給付引当金 3,372,913 3,295,801 

  役員退職慰労引当金 455,574 455,574 

  リース資産減損勘定 630,615 831,755 

  その他 311,096 378,328 

  固定負債合計 73,116,348 60,572,198 

 負債合計 92,556,568 81,053,213 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,240,725 3,240,725 

  資本剰余金 3,413,694 3,413,694 

  利益剰余金 △1,751,364 △30,562,651 

  自己株式 △373,216 △373,216 

  株主資本合計 4,529,838 △24,281,448 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △296,485 16,550 

  土地再評価差額金  △652,044  △7,116 

  評価・換算差額等合計 △948,529 9,434 

 純資産合計 3,581,308 △24,272,014 

負債純資産合計 96,137,877 56,781,198 

    

 ・・・・・（省略）・・・・・ 
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＜16 頁＞ 

４．連結財務諸表 

（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損失（△） △11,794,937 △28,102,249 

 減価償却費 733,331 1,004,607 

 減損損失 120,843 290,355 

 たな卸資産評価損 7,078,489 － 

 事業撤退損失 1,636,565 － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,837 △6,896 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △160,000 △34,000 

 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) － 150,000 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 482,838 △77,112 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,581 － 

 受取利息及び受取配当金 △45,477 △50,612 

 支払利息 1,011,129 1,731,327 

 売上債権の増減額（△は増加） 158,212 792,035 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △26,647,794 33,267,114 

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,766,798 △4,472,357 

 未払金の増減額（△は減少） 1,090,866 △1,265,499 

 

未成工事受入金及び前受金の増加又は減少（△）

額 

582,613 △2,865,968 

 預り金の増減額（△は減少） 779,585 △87,140 

 その他 752,263 1,607,836 

 小計 △19,426,251 1,881,438 

 利息及び配当金の受取額 45,556 50,693 

 利息の支払額 △1,017,304 △1,666,527 

 法人税等の支払額 △2,081,740 △30,516 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △22,479,739 235,089 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 － △1,300 

 投資有価証券の売却等による収入 110,269 1,140,953 

 有形固定資産の取得による支出 △1,122,908 △473,982 

 差入保証金の差入による支出 △28,071 △45,122 

 差入保証金の回収による収入 97,829 225,054 

 長期預り保証金の受入による収入 446,345 44,675 

 長期預り保証金の返還による支出 △91,776 △162,090 

 貸付金の回収による収入 － 2,300 

 その他 － 12,158 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △588,310 742,646 

    

 ・・・・・（省略）・・・・・ 
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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損失（△） △11,794,937 △28,102,249 

 減価償却費 733,331 1,000,122 

 減損損失 120,843 569,486 

 たな卸資産評価損 7,078,489 － 

 事業撤退損失 1,636,565 － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,837 △6,896 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △160,000 △34,000 

 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) － 150,000 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 482,838 △77,112 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,581 － 

 受取利息及び受取配当金 △45,477 △50,612 

 支払利息 1,011,129 1,731,327 

 売上債権の増減額（△は増加） 158,212 792,035 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △26,647,794 33,267,114 

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,766,798 △4,472,357 

 未払金の増減額（△は減少） 1,090,866 △1,174,097 

 

未成工事受入金及び前受金の増加又は減少（△）

額 

582,613 △2,865,968 

 預り金の増減額（△は減少） 779,585 △87,140 

 その他 752,263 1,333,188 

 小計 △19,426,251 1,972,841 

 利息及び配当金の受取額 45,556 50,693 

 利息の支払額 △1,017,304 △1,666,527 

 法人税等の支払額 △2,081,740 △30,516 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △22,479,739 326,492 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 － △1,300 

 投資有価証券の売却等による収入 110,269 1,140,953 

 有形固定資産の取得による支出 △1,122,908 △565,384 

 差入保証金の差入による支出 △28,071 △45,122 

 差入保証金の回収による収入 97,829 225,054 

 長期預り保証金の受入による収入 446,345 44,675 

 長期預り保証金の返還による支出 △91,776 △162,090 

 貸付金の回収による収入 － 2,300 

 その他 － 12,158 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △588,310 651,244 

    

 ・・・・・（省略）・・・・・ 
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＜25 頁＞ 

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 21 年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22 年 3 月 31 日） 

・・・・・（省略）・・・・・ ・・・・・（省略）・・・・・ 

・・・・・（省略）・・・・・ ※2.担保に供している資産 

  現金及び預金（定期預金）  13,170 千円 

販売用土地  11,101,916 千円 

販売用建物 3,877,309 千円 

開発用不動産 11,620,500 千円 

建物及び構築物 640,211 千円 

土地 

投資有価証券  

  735,517 千円 

 230,075 千円 

 

   上記販売用土地の内、10,278,511 千円及び販売用建物

並びに開発用不動産、建物及び構築物 209,506 千円、土

地 50,493 千円、現金及び預金（定期預金）は、長期借入

金 35,742,926 千円の担保に供しております。 

 また、上記販売用土地の内、823,405 千円は、その他

流動負債（預り金）500,000 千円の担保に供しておりま

す。 

・・・・・（省略）・・・・・ ・・・・・（省略）・・・・・ 

 

【訂正後】 

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） 

・・・・・（省略）・・・・・ ・・・・・（省略）・・・・・ 

・・・・・（省略）・・・・・ ※2.担保に供している資産 

  現金及び預金（定期預金）  13,170 千円 

販売用土地  11,101,916 千円 

販売用建物 3,877,309 千円 

開発用不動産 11,620,500 千円 

建物及び構築物 640,211 千円 

土地 

投資有価証券  

  735,517 千円 

 230,075 千円 

 

   上記販売用土地の内、10,278,511 千円及び販売用建物

並びに開発用不動産、建物及び構築物の内、209,506 千

円、土地の内、50,493 千円、現金及び預金（定期預金）

は、1 年内返済予定の長期借入金 10,850,000 千円及び長

期借入金 24,892,926 千円の担保に供しております。 

 また、上記販売用土地の内、823,405 千円は、その他

流動負債（預り金）500,000 千円の担保に供しておりま

す。 

・・・・・（省略）・・・・・ ・・・・・（省略）・・・・・ 
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＜34 頁＞ 

（税効果会計関係） 

【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） 

・・・・・（省略）・・・・・ 1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 （千円） 

 ・・・・・（省略）・・・・・ 

   (2）固定の部 

 繰延税金資産 

 退職給付引当金 

たな卸資産評価損  

1,338,095 

7,104,033 

減損損失 1,544,521 

役員退職慰労引当金 184,963 

長期未払金 128,428 

減価償却超過額 116,839 

繰越欠損金 6,947,209 

有価証券評価損  1,235,394 

工事損失引当金  176,330 

その他 271,638 

小計 19,047,454 

評価性引当額 △19,047,454 

合計 － 

繰延税金負債合計 46,336 

繰延税金負債の純額 46,336 

 

 ・・・・・（省略）・・・・・ 

 

【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） 

・・・・・（省略）・・・・・ 1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 （千円） 

 ・・・・・（省略）・・・・・ 

   (2）固定の部 

 繰延税金資産 

 退職給付引当金 1,338,095 

たな卸資産評価損  8,881,805 

減損損失 605,139 

役員退職慰労引当金 184,963 

長期未払金 128,428 

減価償却超過額 116,839 

繰越欠損金 6,947,209 

工事損失引当金  176,330 

その他 243,016 

小計 18,621,828 

評価性引当額 △18,621,828 

合計 － 

繰延税金負債合計 46,336 

繰延税金負債の純額 46,336 

 

 ・・・・・（省略）・・・・・ 

                                          以 上 


