
 

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３四半期決算短信」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３

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３四半期決算短信」の概要 

  決算期  平成 22 年２月期 第３四半期（平成 21 年３月 1日～平成 21 年 11 月 30 日） 

  公表日  平成 22 年１月８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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１．平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30日） 

（訂正前）  

  

  

（訂正後）  

  

  
  
  

（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３四半

期連結会計期間におきましても、営業損失29百万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３四半期連結累計期間も△737百万円となり、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返済期日を越えて

おります。これらの結果、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。 

   

－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３四半

期連結会計期間におきましても、営業損失29百万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３四半期連結累計期間も△737百万円となり、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返済期日を越えて

おります。これらの結果、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。 

   

－後略－  

  （百万円未満切捨て）

（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3四半期  990  △41.6  △161 －  △182 －  △153 － 

21年2月期第3四半期  1,695 △50.6  △895 －  △863 － △3,277 － 

  
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3四半期  △4.96 － 

21年2月期第3四半期 △93.00 － 

（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3四半期  990  △41.6  △161 －  △182 －  △153 － 

21年2月期第3四半期  1,695 △47.1  △895 －  △863 － △2,952 － 

  
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3四半期  △4.96 － 

21年2月期第3四半期 △83.77 － 

定性的情報・財務諸表等

４．その他

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四半期連結会計期間末

（平成21年11月30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 226,825 667,735

  受取手形及び売掛金 184,872 332,085

  商品及び製品 133,345 119,036

  販売用不動産 1,768,520 1,432,757

  仕掛販売用不動産 132,385 －

  仕掛品 10,959 16,791

  原材料及び貯蔵品 267 53

  預け金 304,408 301,345

  その他 20,702 25,118

  貸倒引当金 △370 △5,624

  流動資産合計 2,781,916 2,889,298

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 2,562 1,557

   機械装置及び運搬具（純額） 924 1,194

   土地 2,576 2,576

   その他（純額） 2,276 5,446

   有形固定資産合計 8,338 10,775

  無形固定資産 

   その他 15,533 19,847

   無形固定資産合計 15,533 19,847

  投資その他の資産 

   長期未収入金 906,722 919,540

   その他 573,285 601,694

   貸倒引当金 △1,448,466 △1,471,863

   投資その他の資産合計 31,541 49,370

  固定資産合計 55,413 79,994

 繰延資産 － 1,881

 資産合計 2,837,329 2,971,174
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（単位：千円）

    
当第３四半期連結会計期間末

（平成21年11月30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 92,356 187,121

  短期借入金 1,245,534 1,050,000

  未払法人税等 6,785 7,121

  賞与引当金 4,910 5,170

  違約金損失引当金 32,000 34,000

  その他 96,955 100,813

  流動負債合計 1,478,541 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 6,639 6,376

  その他 2,025 2,205

  固定負債合計 9,084 9,001

 負債合計 1,487,626 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 △3,592,776 △3,438,935

  自己株式 △52,402 △52,376

  株主資本合計 1,347,387 1,501,255

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 534 －

  土地再評価差額金 611 611

  評価・換算差額等合計 1,145 611

 新株予約権 1,170 76,080

 純資産合計 1,349,703 1,577,946

負債純資産合計 2,837,329 2,971,174
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（訂正後）  

  

（単位：千円）

     
当第３四半期連結会計期間末

（平成21年11月30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 226,825 667,735

  受取手形及び売掛金 184,872 332,085

  商品及び製品 133,345 119,036

  販売用不動産 1,768,520 1,432,757

  仕掛販売用不動産 132,385 －

  仕掛品 10,959 16,791

  原材料及び貯蔵品 267 53

  預け金 304,408 301,345

  その他 20,702 25,118

  貸倒引当金 △370 △5,624

  流動資産合計 2,781,916 2,889,298

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 2,562 1,557

   機械装置及び運搬具（純額） 924 1,194

   土地 2,576 2,576

   その他（純額） 2,276 5,446

   有形固定資産合計 8,338 10,775

  無形固定資産 

   その他 15,533 19,847

   無形固定資産合計 15,533 19,847

  投資その他の資産 

   長期未収入金 667,722 680,540

   その他 573,285 601,694

   貸倒引当金 △1,209,466 △1,232,863

   投資その他の資産合計 31,541 49,370

  固定資産合計 55,413 79,994

 繰延資産 － 1,881

 資産合計 2,837,329 2,971,174
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（単位：千円）

    
当第３四半期連結会計期間末

（平成21年11月30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 92,356 187,121

  短期借入金 1,245,534 1,050,000

  未払法人税等 6,785 7,121

  賞与引当金 4,910 5,170

  違約金損失引当金 32,000 34,000

  その他 96,955 100,813

  流動負債合計 1,478,541 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 6,639 6,376

  その他 2,025 2,205

  固定負債合計 9,084 9,001

 負債合計 1,487,626 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 △3,592,776 △3,438,935

  自己株式 △52,402 △52,376

  株主資本合計 1,347,387 1,501,255

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 534 －

  土地再評価差額金 611 611

  評価・換算差額等合計 1,145 611

 新株予約権 1,170 76,080

 純資産合計 1,349,703 1,577,946

負債純資産合計 2,837,329 2,971,174
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日）  

（訂正前）  

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,695,724

Ⅱ 売上原価  1,874,058

売上総損失(△)  △178,333

Ⅲ 販売費及び一般管理費  717,159

営業損失(△)  △895,493

Ⅳ 営業外収益  62,884

Ⅴ 営業外費用  30,906

経常損失(△)  △863,515

Ⅵ 特別利益  56,917

Ⅶ 特別損失 2,465,003 

税金等調整前四半期純損失(△) △3,271,601 

税金費用  5,502

四半期純損失(△) △3,277,014 
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（訂正後）  

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,695,724

Ⅱ 売上原価  1,874,058

売上総損失(△)  △178,333

Ⅲ 販売費及び一般管理費  717,159

営業損失(△)  △895,493

Ⅳ 営業外収益  62,884

Ⅴ 営業外費用  30,906

経常損失(△)  △863,515

Ⅵ 特別利益  56,917

Ⅶ 特別損失 2,140,003 

税金等調整前四半期純損失(△) △2,946,601 

税金費用  5,502

四半期純損失(△) △2,952,104 

-8-



前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

（訂正前）  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失 (△) △3,271,601 

減価償却費  15,000

のれん償却額   4,116

貸倒引当金の増減額  507,400 

退職給付引当金の増減額   △1,977

受取利息及び受取配当金   △49,966

支払利息   20,686

有形固定資産売却益   1,352

有形固定資産除却損   39,021

たな卸資産評価損   1,707,417

売上債権の増減額   △11,860

たな卸資産の増減額   △211,216

仕入債務の増減額   22,138

不動産共同事業出資金の増減額   460,300

未払消費税等の増減額   △119,827

その他   121,750

小計  △767,265

利息及び配当金の受取額   49,900

利息の支払額   △9,982

法人税等の還付額   75,060

法人税等の支払額   △9,167

営業活動によるキャッシュ・フロー  △661,454
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前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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   △100,320

定期預金の払戻による収入   150,000

有形固定資産の売却による収入   82

有形固定資産の取得による支出   △4,076

無形固定資産の取得による支出   △1,611

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出   

 △82,525

敷金保証金の回収による収入   10,628

敷金保証金の差入による支出   △6,163

貸付けによる支出   △40,000

預り保証金の返済による支出   △2,324

その他   5,437

投資活動によるキャッシュ・フロー  △70,871

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出   △200,000

社債の償還による支出   △30,000

   自己株式の取得による支出   △129

配当金の支払額   △174,429

財務活動によるキャッシュ・フロー  △404,558

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,724

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △1,134,159

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,518,914

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  384,754
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（訂正後）  

  

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失 (△) △2,946,601 

減価償却費  15,000

のれん償却額   4,116

貸倒引当金の増減額  182,400 

退職給付引当金の増減額   △1,977

受取利息及び受取配当金   △49,966

支払利息   20,686

有形固定資産売却益   1,352

有形固定資産除却損   39,021

たな卸資産評価損   1,707,417

売上債権の増減額   △11,860

たな卸資産の増減額   △211,216

仕入債務の増減額   22,138

不動産共同事業出資金の増減額   460,300

未払消費税等の増減額   △119,827

その他   121,750

小計  △767,265

利息及び配当金の受取額   49,900

利息の支払額   △9,982

法人税等の還付額   75,060

法人税等の支払額   △9,167

営業活動によるキャッシュ・フロー  △661,454
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前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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   △100,320

定期預金の払戻による収入   150,000

有形固定資産の売却による収入   82

有形固定資産の取得による支出   △4,076

無形固定資産の取得による支出   △1,611

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出   

 △82,525

敷金保証金の回収による収入   10,628

敷金保証金の差入による支出   △6,163

貸付けによる支出   △40,000

預り保証金の返済による支出   △2,324

その他   5,437

投資活動によるキャッシュ・フロー  △70,871

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出   △200,000

社債の償還による支出   △30,000

   自己株式の取得による支出   △129

配当金の支払額   △174,429

財務活動によるキャッシュ・フロー  △404,558

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,724

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △1,134,159

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,518,914

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  384,754
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