
 

平成 23 年１月 13 日 

 
各      位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（訂正･数値データ訂正あり）「平成 22 年２月期 第１四半期決算短信」の 

一部訂正について 

 

 

当社は、平成 23 年１月 12 日付「調査委員会による調査報告書（最終）の受領に関するお知らせ」

において、過年度決算を訂正する旨を発表いたしましたが、これに基づき「平成 22 年２月期 第１

四半期決算短信」の具体的な訂正箇所及び訂正内容が確定いたしましたので、以下の通りお知らせ

いたします。 

 尚、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 
  
 訂正を行う「平成 22 年２月期 第１四半期決算短信」の概要 

  決算期  平成 22 年２月期 第１四半期（平成 21 年３月 1日～平成 21 年５月 31 日） 

  公表日  平成 21 年７月９日 

 
以上 

 
 

会 社 名    株式会社プロジェ・ホールディングス 

代表者名    代表取締役社長   森 田 宏 文 

（コード番号：3114  名証・大証第二部）

問合せ先    取締役 管理本部長 清 永 信 朗 

電話番号（03）5777-5152  

当社の親会社 ス テ ラ ・ グ ル ー プ 株 式 会 社 

代表者名    代表取締役社長    津 田 由 行 

（コード番号：8206  大証第二部） 
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（百万円未満切捨て）

１．平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

（訂正前）  

  

  
  

（訂正後）  

  

  

   

（１）連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

22年2月期第1四半期  302  △25.5  △76  －  △82  －  15  －

21年2月期第1四半期  406 △57.5  △215  －  △219  －  △224  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

22年2月期第1四半期  0.50  －

21年2月期第1四半期  △6.37  －

（１）連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

22年2月期第1四半期  302  △25.5  △76  －  △82  －  15  －

21年2月期第1四半期  406 △55.2  △215  －  △219  －  △224  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

22年2月期第1四半期  0.50  －

21年2月期第1四半期  △6.37  －
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（訂正前） 

  

５．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

     
  

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年５月31日） 

前連結会計年度末に係 
る要約連結貸借対照表 
（平成21年２月28日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 335,604 667,735

  受取手形及び売掛金 237,540 332,085

  商品及び製品 134,125 119,036

  販売用不動産 1,756,404 1,432,757

  仕掛品 11,113 16,791

  原材料及び貯蔵品 302 53

  預け金 318,267 301,345

  その他 30,897 25,118

  貸倒引当金 △492 △5,624

  流動資産合計 2,823,763 2,889,298

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 1,519 1,557

   機械装置及び運搬具（純額） 1,066 1,194

   土地 2,576 2,576

   その他（純額） 4,671 5,446

   有形固定資産合計 9,833 10,775

  無形固定資産 

   その他 18,539 19,847

   無形固定資産合計 18,539 19,847

  投資その他の資産 

   長期未収入金 917,880 919,540

   破産更生債権等 293,405 293,420

   その他 298,106 308,274

   貸倒引当金 △1,470,688 △1,471,863

   投資その他の資産合計 38,703 49,370

  固定資産合計 67,077 79,994

 繰延資産 1,075 1,881

 資産合計 2,891,916 2,971,174
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（単位：千円）

    
  

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年５月31日） 

前連結会計年度末に係 
る要約連結貸借対照表 
（平成21年２月28日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 144,791 187,121

  短期借入金 1,050,000 1,050,000

  未払法人税等 3,745 7,121

  賞与引当金 6,607 5,170

  違約金損失引当金 33,600 34,000

  その他 120,815 100,813

  流動負債合計 1,359,559 1,384,226

 固定負債 

  再評価に係る繰延税金負債 419 419

  退職給付引当金 6,521 6,376

  その他 4,039 2,205

  固定負債合計 10,979 9,001

 負債合計 1,370,539 1,393,227

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,225,000 3,225,000

  資本剰余金 1,767,567 1,767,567

  利益剰余金 △3,423,460 △3,438,935

  自己株式 △52,383 △52,376

  株主資本合計 1,516,723 1,501,255

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 2,872 －

  土地再評価差額金 611 611

  評価・換算差額等合計 3,483 611

 新株予約権 1,170 76,080

 純資産合計 1,521,376 1,577,946

負債純資産合計 2,891,916 2,971,174
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（訂正後） 

  

（単位：千円）

     
  

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年５月31日） 

前連結会計年度末に係 
る要約連結貸借対照表 
（平成21年２月28日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 335,604 667,735

  受取手形及び売掛金 237,540 332,085

  商品及び製品 134,125 119,036

  販売用不動産 1,756,404 1,432,757

  仕掛品 11,113 16,791

  原材料及び貯蔵品 302 53

  預け金 318,267 301,345

  その他 30,897 25,118

  貸倒引当金 △492 △5,624

  流動資産合計 2,823,763 2,889,298

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 1,519 1,557

   機械装置及び運搬具（純額） 1,066 1,194

   土地 2,576 2,576

   その他（純額） 4,671 5,446

   有形固定資産合計 9,833 10,775

  無形固定資産 

   その他 18,539 19,847

   無形固定資産合計 18,539 19,847

  投資その他の資産 

   長期未収入金 678,880 680,540

   破産更生債権等 293,405 293,420

   その他 298,106 308,274

   貸倒引当金 △1,231,688 △1,232,863

   投資その他の資産合計 38,703 49,370

  固定資産合計 67,077 79,994

 繰延資産 1,075 1,881

 資産合計 2,891,916 2,971,174
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（単位：千円）

    
  

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年５月31日） 

前連結会計年度末に係 
る要約連結貸借対照表 
（平成21年２月28日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 144,791 187,121

  短期借入金 1,050,000 1,050,000

  未払法人税等 3,745 7,121

  賞与引当金 6,607 5,170

  違約金損失引当金 33,600 34,000

  その他 120,815 100,813

  流動負債合計 1,359,559 1,384,226

 固定負債 

  再評価に係る繰延税金負債 419 419

  退職給付引当金 6,521 6,376

  その他 4,039 2,205

  固定負債合計 10,979 9,001

 負債合計 1,370,539 1,393,227

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,225,000 3,225,000

  資本剰余金 1,767,567 1,767,567

  利益剰余金 △3,423,460 △3,438,935

  自己株式 △52,383 △52,376

  株主資本合計 1,516,723 1,501,255

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 2,872 －

  土地再評価差額金 611 611

  評価・換算差額等合計 3,483 611

 新株予約権 1,170 76,080

 純資産合計 1,521,376 1,577,946

負債純資産合計 2,891,916 2,971,174
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（訂正前） 

 当社グループは、前連結会計年度において営業損失1,140百万円、当期純損失2,863百万円を計上し、当第１四

半期連結会計期間におきましても、営業損失76百万円を計上いたしました。過去４期連続してマイナスでありま

した営業キャッシュフローは、当第１四半期連結会計期間も△346百万円となり、引き続きマイナスでの推移と

なっております。また、子会社である株式会社グローバルコーポレーションが保有する販売用不動産のうち、特

定の１物件につきまして、市場価格が大幅に下落したため売却が進まず、金融機関からの借入金に対して代物弁

済の交渉を行っておりますが、未決着の状態です。その関係で、当該借入金については、延滞利息等の請求は受

けておりませんが、現在返済期日は越えている状態であります。  

  

－後略－  

  

  

（訂正後） 

 当社グループは、前連結会計年度において営業損失1,140百万円、当期純損失2,538百万円を計上し、当第１四

半期連結会計期間におきましても、営業損失76百万円を計上いたしました。過去４期連続してマイナスでありま

した営業キャッシュフローは、当第１四半期連結会計期間も△346百万円となり、引き続きマイナスでの推移と

なっております。また、子会社である株式会社グローバルコーポレーションが保有する販売用不動産のうち、特

定の１物件につきまして、市場価格が大幅に下落したため売却が進まず、金融機関からの借入金に対して代物弁

済の交渉を行っておりますが、未決着の状態です。その関係で、当該借入金については、延滞利息等の請求は受

けておりませんが、現在返済期日は越えている状態であります。 

  

－後略－  

 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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