
 

平成 23 年１月 13 日 

 
各      位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（訂正）「平成 21 年２月期 第１四半期財務・業績の概況」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 21 年２月期 第１

四半期財務・業績の概況」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 21 年２月期 第１四半期財務・業績の概況」の概要 

  決算期  平成 21 年２月期 第１四半期（平成 20 年３月 1日～平成 20 年５月 31 日） 

  公表日  平成 20 年７月 14 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21年２月期第１四半期の連結業績(平成20年３月１日 ～ 平成20年５月31日) 

  

  

  

  

(1)連結経営成績 

（訂正前）  
(％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(当期)純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

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

20年２月期第１四半期 955 100.3 △94 △690.3 △98  － △146 －

20年２月期 3,933   △215   △289   △2,459  

  
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

  円 銭 円 銭

21年２月期第１四半期  △6 37 － －

20年２月期第１四半期 △4 16 － －

20年２月期 △69 77 － －

  

（訂正後）  
(％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(当期)純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

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

20年２月期第１四半期 908 90.3 △142 △991.1 △146  － △238 －

20年２月期 3,705   △454   △528   △2,784  

  
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

  円 銭 円 銭

21年２月期第１四半期  △6 37 － －

20年２月期第１四半期 △6 77 － －

20年２月期 △78 99 － －

 (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

21年２月期第１四半期 6,778 4,241 61.5 118 21

20年２月期第１四半期 12,789 6,954 53.8 195 19

20年２月期 7,407 4,658 61.9 130 04

（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

21年２月期第１四半期 6,453 3,916 59.5 108 99

20年２月期第１四半期 12,696 6,862 53.5 192 59

20年２月期 7,082 4,333 60.1 120 82
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１．連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前） 

－前略－ 

  

以上により、当社グループの第１四半期経営成績は売上高４億６百万円（前年同期比57.5％減少）、営業損失２億15

百万円（前年同期比127.8％減少）、経常損失２億19百万円（前年同期比124.5％減少）、四半期純損失２億24百万円

（前年同期比53.8％減少）となりました。 

  

  

  

（訂正後） 

－前略－ 

  

以上により、当社グループの第１四半期経営成績は売上高４億６百万円（前年同期比55.2％減少）、営業損失２億15

百万円（前年同期は１億42百万円の営業損失）、経常損失２億19百万円（前年同期は１億46百万円の経常損失）、四半

期純損失２億24百万円（前年同期は２億38百万円の四半期純損失）となりました。 

  

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ６億28百万円減少し67億78百万円となりました。この主な要因

は、たな卸資産が７億38百万円増加したものの、不動産共同事業出資金が３億65百万円減少したこと、現金及び預金が

10億39百万円減少したこと等によるものであります。 

負債につきましては、短期借入金を返済したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億11百万円減少し25億37百万

円となりました。また、純資産は配当金の支払、四半期純損失の繰入等により、４億17百万円減少し42億41百万円とな

りました。 

  

  

  

（訂正後） 

当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ６億28百万円減少し64億53百万円となりました。この主な要因

は、たな卸資産が７億38百万円増加したものの、不動産共同事業出資金が３億65百万円減少したこと、現金及び預金が

10億39百万円減少したこと等によるものであります。 

負債につきましては、短期借入金を返済したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億11百万円減少し25億37百万

円となりました。また、純資産は配当金の支払、四半期純損失の繰入等により、４億17百万円減少し39億16百万円とな

りました。 

【定性的情報・財務諸表等】
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（訂正前） 

５．(要約)四半期連結財務諸表

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

科目 

前年同四半期末 
(平成20年２月期 
第１四半期末) 

当四半期末 
(平成21年２月期 
第１四半期末) 

増減 
(参考)前期末 

(平成20年２月期末)

金額(千円) 金額(千円) 
金額 
(千円) 

増減率 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金  1,145,240  609,345  △535,894  △46.8  1,648,914

受取手形及び売掛金  294,912  293,880  △1,032  △0.4  334,145

有価証券  10,004  －  △10,004  △100.0  －

たな卸資産  2,946,904  4,290,016  1,343,112  45.6  3,551,795

前渡金  －  365,563  365,563  100.0  299,267

役員短期貸付金  －  307,000  307,000  100.0  267,000

不動産共同事業出資金 850,000 980,000 130,000 15.3 1,345,000 

その他 403,030  400,754 △2,276 △0.6  400,129

貸倒引当金  △21,225 △922,207 △900,982  － △922,158 

流動資産合計 5,628,866 6,324,353 695,487 12.4 6,924,093 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産           

建物及び構築物  2,362,794  56,971  △2,305,823  △97.6  59,555

機械装置及び運搬具  3,806  1,482  △2,324  △61.1  1,581

土地  3,019,362  2,576  △3,016,786  △99.9  2,576

その他  29,919  17,390  △12,529  △41.9  15,418

有形固定資産合計  5,415,883  78,420  △5,337,462  △98.6  79,132

無形固定資産           

のれん  1,192,772  －  △1,192,772  △100.0  －

その他  17,644  19,752  2,107  11.9  19,796

無形固定資産合計  1,210,417  19,752  △1,190,664  △98.4  19,796

投資その他の資産           

投資有価証券  249,732  120,681  △129,050  △51.7  137,469

長期性預金  120,000  120,000  0  0.0  120,000

その他 171,573  112,680 △58,893 △34.3  121,515

貸倒引当金  △18,285  △1,510  16,774  △91.7  △455

投資その他の資産合計 523,020  351,851 △171,169 △32.7  378,530

固定資産合計 7,149,321  450,024 △6,699,297  △93.7  477,459

Ⅲ 繰延資産           

株式交付費  11,586  4,300  △7,286  △62.9  5,513

繰延資産合計  11,586  4,300  △7,286  △62.9  5,513

資産合計 12,789,774 6,778,679 △6,011,095 △47.0 7,407,066 
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科目 

前年同四半期末 
(平成20年２月期 
第１四半期末) 

当四半期末 
(平成21年２月期 
第１四半期末) 

増減 
(参考)前期末 

(平成20年２月期末)

金額(千円) 金額(千円) 
金額 
(千円) 

増減率 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

支払手形及び買掛金  251,878  197,622  △54,256  △21.5  235,088

短期借入金  1,090,580  1,050,000  △40,580  △3.7  1,250,000

一年内償還社債  70,000  15,000  △55,000  △78.6  30,000

未払法人税等 4,603  3,861 △741 △16.1  8,701

未払消費税等  8,542  3,890 △4,651 △54.5  122,102

違約金損失引当金   －  105,371  105,371  100.0  105,371

賞与引当金  6,377  6,540  163  2.6  3,906

その他  151,034  251,920  100,886  66.8  89,535

流動負債合計 1,583,015  1,634,206 51,191 3.2  1,844,704

Ⅱ 固定負債           

社債  15,000  －  △15,000  △100.0  －

長期借入金  96,770  －  △96,770  △100.0  －

繰延税金負債  132  893,755  893,622  －  893,753

土地再評価に係る繰延
税金負債 

 1,071,707  419  △1,071,288  △100.0  419

退職給付引当金  14,424  6,537  △7,887  △54.7  8,213

長期預り金  3,054,015  2,107  △3,051,908  △99.9  1,082

固定負債合計  4,252,050  902,819  △3,349,230  △78.8  903,468

負債合計 5,835,065  2,537,026 △3,298,039  △56.5  2,748,172

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

資本金  3,225,000  3,225,000  0  0.0  3,225,000

資本剰余金  1,943,771  1,767,567  △176,204  △9.1  1,943,771

利益剰余金 143,317 △800,185 △943,503 △658.3 △575,645 

自己株式  △9,644  △10,229  △585  6.1  △10,222

株主資本合計 5,302,444 4,182,152 △1,120,292 △21.1 4,582,904 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価差
額金 

 △38,358  △16,955  21,403  △55.8  △742

土地再評価差額金  1,615,623  611  △1,615,012  △100.0  611

評価・換算差額等合計  1,577,264  △16,344  △1,593,609  △101.0  △131

Ⅲ 新株予約権  75,000  75,845  845  1.1  76,121

純資産合計 6,954,709 4,241,652 △2,713,056 △39.0 4,658,893 

負債純資産合計 12,789,774 6,778,679 △6,011,095 △47.0 7,407,066 
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（訂正後） 

科目 

前年同四半期末 
(平成20年２月期 
第１四半期末) 

当四半期末 
(平成21年２月期 
第１四半期末) 

増減 
(参考)前期末 

(平成20年２月期末)

金額(千円) 金額(千円) 
金額 
(千円) 

増減率 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金  1,145,240  609,345  △535,894  △46.8  1,648,914

受取手形及び売掛金  294,912  293,880  △1,032  △0.4  334,145

有価証券  10,004  －  △10,004  △100.0  －

たな卸資産  2,946,904  4,290,016  1,343,112  45.6  3,551,795

前渡金  －  365,563  365,563  100.0  299,267

役員短期貸付金  －  307,000  307,000  100.0  267,000

不動産共同事業出資金 800,000 741,000 △59,000 △7.4 1,106,000 

その他 361,800  400,754 38,953 10.8  400,129

貸倒引当金  △21,225 △1,008,207 △986,982  － △1,008,158 

流動資産合計 5,537,636 5,999,353 461,717 8.3 6,599,093 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産           

建物及び構築物  2,362,794  56,971  △2,305,823  △97.6  59,555

機械装置及び運搬具  3,806  1,482  △2,324  △61.1  1,581

土地  3,019,362  2,576  △3,016,786  △99.9  2,576

その他  29,919  17,390  △12,529  △41.9  15,418

有形固定資産合計  5,415,883  78,420  △5,337,462  △98.6  79,132

無形固定資産           

のれん  1,192,772  －  △1,192,772  △100.0  －

その他  17,644  19,752  2,107  11.9  19,796

無形固定資産合計  1,210,417  19,752  △1,190,664  △98.4  19,796

投資その他の資産           

投資有価証券  249,732  120,681  △129,050  △51.7  137,469

長期性預金  120,000  120,000  0  0.0  120,000

その他 169,255  112,680 △56,575 △33.4  121,515

貸倒引当金  △18,285  △1,510  16,774  △91.7  △455

投資その他の資産合計 520,703  351,851 △168,851 △32.4  378,530

固定資産合計 7,147,003  450,024 △6,696,979  △93.7  477,459

Ⅲ 繰延資産           

株式交付費  11,586  4,300  △7,286  △62.9  5,513

繰延資産合計  11,586  4,300  △7,286  △62.9  5,513

資産合計 12,696,227 6,453,679 △6,242,547 △49.2 7,082,066 
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科目 

前年同四半期末 
(平成20年２月期 
第１四半期末) 

当四半期末 
(平成21年２月期 
第１四半期末) 

増減 
(参考)前期末 

(平成20年２月期末)

金額(千円) 金額(千円) 
金額 
(千円) 

増減率 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

支払手形及び買掛金  251,878  197,622  △54,256  △21.5  235,088

短期借入金  1,090,580  1,050,000  △40,580  △3.7  1,250,000

一年内償還社債  70,000  15,000  △55,000  △78.6  30,000

未払法人税等 4,433  3,861 △571 △12.9  8,701

未払消費税等  6,912  3,890 △3,022 △43.7  122,102

違約金損失引当金   －  105,371  105,371  100.0  105,371

賞与引当金  6,377  6,540  163  2.6  3,906

その他  151,034  251,920  100,886  66.8  89,535

流動負債合計 1,581,215  1,634,206 52,991 3.4  1,844,704

Ⅱ 固定負債           

社債  15,000  －  △15,000  △100.0  －

長期借入金  96,770  －  △96,770  △100.0  －

繰延税金負債  132  893,755  893,622  －  893,753

土地再評価に係る繰延
税金負債 

 1,071,707  419  △1,071,288  △100.0  419

退職給付引当金  14,424  6,537  △7,887  △54.7  8,213

長期預り金  3,054,015  2,107  △3,051,908  △99.9  1,082

固定負債合計  4,252,050  902,819  △3,349,230  △78.8  903,468

負債合計 5,833,266  2,537,026 △3,296,239  △56.5  2,748,172

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

資本金  3,225,000  3,225,000  0  0.0  3,225,000

資本剰余金  1,943,771  1,767,567  △176,204  △9.1  1,943,771

利益剰余金 51,568 △1,125,185 △1,176,754 － △900,645 

自己株式  △9,644  △10,229  △585  6.1  △10,222

株主資本合計 5,210,696 3,857,152 △1,353,544 △26.0 4,257,904 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価差
額金 

 △38,358  △16,955  21,403  △55.8  △742

土地再評価差額金  1,615,623  611  △1,615,012  △100.0  611

評価・換算差額等合計  1,577,264  △16,344  △1,593,609  △101.0  △131

Ⅲ 新株予約権  75,000  75,845  845  1.1  76,121

純資産合計 6,862,960 3,916,652 △2,946,308 △42.9 4,333,893 

負債純資産合計 12,696,227 6,453,679 △6,242,547 △49.2 7,082,066 
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（訂正前） 

（訂正後） 

(2)(要約)四半期連結損益計算書

科目 

前年同四半期 
(平成20年２月期 
第１四半期) 

当四半期 
(平成21年２月期 
第１四半期) 

増減 
(参考)前期 

(平成20年２月期) 

金額(千円) 金額(千円) 
金額 
(千円) 

増減率 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 955,806  406,434 △549,371 △57.5 3,933,334 

Ⅱ 売上原価  692,551  321,367  △371,183  △53.6  2,820,918

売上総利益 263,255  85,067 △178,187 △67.7 1,112,416 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 357,821  300,495 △57,326 △16.0 1,328,317 

営業利益(△は営業
損失) 

△94,566  △215,428 △120,861  － △215,901 

Ⅳ 営業外収益  3,699  3,974  △933  7.4  11,583

Ⅴ 営業外費用  7,678  8,527  849  11.1  85,339

経常利益(△は経常
損失) 

△98,545  △219,980 △122,644  － △289,658 

Ⅵ 特別利益  1,003  30  △973  △97.0  10,878

Ⅶ 特別損失  41,897  2,328  △39,569  △94.4 2,324,193 

税金等調整前四半
期(当期)純利益(△
は純損失) 

△139,440  △222,279 △84,048  － △2,602,973 

税金費用 7,357  2,260 △5,096 △69.3  △143,967

四半期(当期)純利
益(△は純損失) 

△146,797  △224,540 △78,951  － △2,459,005 

科目 

前年同四半期 
(平成20年２月期 
第１四半期) 

当四半期 
(平成21年２月期 
第１四半期) 

増減 
(参考)前期 

(平成20年２月期) 

金額(千円) 金額(千円) 
金額 
(千円) 

増減率 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 908,187  406,434 △501,752 △55.2 3,705,715 

Ⅱ 売上原価  692,551  321,367  △371,183  △53.6  2,820,918

売上総利益 215,635  85,067 △130,568 △60.6 884,797 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 358,403  300,495 △57,907 △16.2 1,339,698 

営業利益(△は営業
損失) 

△142,767  △215,428 △72,660  － △454,901 

Ⅳ 営業外収益  3,699  3,974  △933  7.4  11,583

Ⅴ 営業外費用  7,678  8,527  849  11.1  85,339

経常利益(△は経常
損失) 

△146,746  △219,980 △73,234  － △528,658 

Ⅵ 特別利益  1,003  30  △973  △97.0  10,878

Ⅶ 特別損失  41,897  2,328  △39,569  △94.4 2,410,193 

税金等調整前四半
期(当期)純利益(△
は純損失) 

△187,640  △222,279 △34,639  － △2,927,973 

税金費用 50,905  2,260 △48,644 △95.6  △143,967

四半期(当期)純利
益(△は純損失) 

△238,546  △224,540 14,006  － △2,784,005 

-8-


	（訂正）「平成21年２月期 第１四半期財務・業績の概況」の一部訂正について（2011.1.13）
	21年2月期第1四半期短信（2011.1.12）



