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（訂正）「平成 23 年１月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年２月25日に開示いたしました「平成23年１月期 決算短信」の記載事項の一部に訂

正をすべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

訂正箇所（訂正箇所には下線を付しております） 

 

１. 決算短信３ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析 ①当連結会計年度の経営成績 (中

古住宅再生事業)」 

【訂正前】 

<省略> 

以上の結果、中古住宅再生事業の売上高は 31,265 百万円（前年同期比 12.3％減）、営業利益

は 2,527 百万円（前年同期比 13.1％減）となりました。 

 

【訂正後】 

<省略> 

以上の結果、中古住宅再生事業の売上高は 31,265 百万円（前年同期比 12.3％減）、営業利益

は 2,699 百万円（前年同期比 7.2％減）となりました。 

 

２. 決算短信４ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析 ①当連結会計年度の経営成績 (そ

の他事業)」 

【訂正前】 

<省略> 

以上の結果、その他事業の売上高は 1,029 百万円（前年同期比 106.0％増）となり、営業利

益 182 百万円（前年同期比 43.5％減）となりました。 

－ 1 －



【訂正後】 

<省略> 

以上の結果、その他事業の売上高は 1,029 百万円（前年同期比 106.0％増）となり、営業利

益 198 百万円（前年同期比 38.5％減）となりました。 

  

３. 決算短信 29 ページ「４.【連結財務諸表】 (8)【連結財務諸表に関する注記事項】 (セグメン

ト情報) 1 事業の種類別セグメント情報 

 【訂正前】 

(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 22 年１月 21 日 至 平成 23 年１月 20 日） 

当社及び連結子会社は、中古住宅再生事業、収益物件運営事業並びにその他事業を行っており

ます。 

     (単位:百万円) 

  
中古住宅再生 

事業(百万円) 

収益物件運営

事業(百万円)

その他事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社

(百万円) 

連結 

(百万円) 

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 
31,265 1,088 1,029 33,383 −− 33,383

  (2) セグメント間の内部 

      売上高又は振替高 
−− −− −− −− −− −−

計 31,265 1,088 1,029 33,383 −− 33,383

営業費用 28,738 1,150 846 30,735 577 31,313

営業利益又は 

営業損失（△） 
2,527 △ 62 182 2,647 (577) 2,069

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出 
            

資産 17,212 185 7,207 24,605 1,073 25,678

減価償却費 24 −− 46 71 12 83

減損損失 18 −− 25 44 −− 44

資本的支出 18 −−  −− 18 7 25

 (注) １.  <省略> 

   ２.  <省略> 

３. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は577百万円であり、

その主なものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４.  <省略> 
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【訂正後】 

  (単位:百万円) 

  
中古住宅再生 

事業(百万円) 

収益物件運営

事業(百万円)

その他事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社

(百万円) 

連結 

(百万円) 

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 
31,265 1,088 1,029 33,383 −− 33,383

  (2) セグメント間の内部 

      売上高又は振替高 
−− −− −− −− −− −−

計 31,265 1,088 1,029 33,383 −− 33,383

営業費用 28,566 1,150 830 30,547 766 31,313

営業利益又は 

営業損失（△） 
2,699 △ 62 198 2,385 (766) 2,069

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出 
            

資産 17,212 185 7,207 24,605 1,073 25,678

減価償却費 24 −− 46 71 12 83

減損損失 18 −− 25 44 −− 44

資本的支出 18 −−  −− 18 7 25

 (注) １.  <省略> 

   ２.  <省略> 

３. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は766百万円であり、

その主なものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４.  <省略> 

以上 

－ 3 －




