
 
平成 23 年５月 20 日 

各      位 

会 社 名  セーラー広告株式会社 

代表者名  代表取締役社長 村上 義憲 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2156） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役総務本部長 岩本 克美 

電話 087－825－1156 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 
「平成 23 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 23 年５月 13 日に公表しました「平成 23 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に訂正

すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正します。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しています。 

 

記 

１．訂正の理由 

１年以内に償還期限の到来する満期保有目的の債券 50 百万円を、固定資産から流動資産へ振り替えるた

め、訂正するものです。 
 
２．訂正の箇所 

平成 23 年３月期決算短信『添付資料』 

４ページ １．経営成績（２）財政状態に関する分析 ①資産、負債および純資産の状況 

12 ページ ３．連結財務諸表（１）連結貸借対照表 
 
３．訂正の内容 

【４ページ】 

（訂正前） 

  ①資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は 4,433 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 232 百万円の減少とな

りました。 

資産の部では、社債の発行等による預金の増加と受取手形及び売掛金の減少を主な要因として、流動資産

が前連結会計年度末に比べ198百万円減少し、2,174百万円となりました。また、昨年６月の建物の譲り受け

による投資不動産の増加と減価償却による有形固定資産の減少を主な要因として、固定資産が前連結会計年

度末に比べ33百万円減少し、2,258百万円となりました。 

負債の部では、支払手形及び買掛金の減少および短期借入金の返済を主な要因として、流動負債が前連結

会計年度末に比べ 348 百万円減少し、1,758 百万円となりました。また、昨年５月の私募債の発行による社

債の増加と長期借入金の返済を主な要因として、固定負債が前連結会計年度末に比べ 41 百万円増加し、871

百万円となりました。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ 74 百万円増加し、1,803 百万円となりました。これは主に当期

純利益 98 百万円の確保による利益剰余金の増加によるものです。 

 

（訂正後） 

  ①資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は 4,433 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 232 百万円の減少とな

りました。 

資産の部では、社債の発行等による預金の増加と受取手形及び売掛金の減少を主な要因として、流動資産

が前連結会計年度末に比べ148百万円減少し、2,224百万円となりました。また、昨年６月の建物の譲り受け

による投資不動産の増加と減価償却による有形固定資産の減少、ならびに１年以内に償還期限の到来する満

期保有目的債券の流動資産への振替を主な要因として、固定資産が前連結会計年度末に比べ83百万円減少し、

2,208百万円となりました。 

負債の部では、支払手形及び買掛金の減少および短期借入金の返済を主な要因として、流動負債が前連結

会計年度末に比べ 348 百万円減少し、1,758 百万円となりました。また、昨年５月の私募債の発行による社

債の増加と長期借入金の返済を主な要因として、固定負債が前連結会計年度末に比べ 41 百万円増加し、871

百万円となりました。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ 74 百万円増加し、1,803 百万円となりました。これは主に当期

純利益 98 百万円の確保による利益剰余金の増加によるものです。 
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【12ページ】

３．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

  （訂正前）
(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1 515,406 ※1 727,544

受取手形及び売掛金 1,675,873 1,348,011

商品及び製品 36,342 26,066

仕掛品 20,833 7,437

原材料及び貯蔵品 2,384 1,267

繰延税金資産 81,664 52,880

その他 47,516 15,961

貸倒引当金 △6,885 △4,285

流動資産合計 2,373,135 2,174,884

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 896,194 ※1 877,461

減価償却累計額 △518,254 △531,442

建物及び構築物（純額） 377,939 346,018

機械装置及び運搬具 16,613 13,200

減価償却累計額 △14,946 △11,659

機械装置及び運搬具（純額） 1,666 1,541

工具、器具及び備品 91,859 85,671

減価償却累計額 △82,285 △79,031

工具、器具及び備品（純額） 9,573 6,639

土地 ※1 825,986 ※1 825,986

リース資産 13,972 13,972

減価償却累計額 △7,111 △10,622

リース資産（純額） 6,861 3,350

有形固定資産合計 1,222,026 1,183,536

無形固定資産 15,121 12,507

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 152,106 ※2 151,849

繰延税金資産 68,726 56,466

投資不動産 ※1 818,293 ※1 862,648

減価償却累計額 △141,689 △153,052

投資不動産（純額） 676,603 709,595

その他 247,630 164,814

貸倒引当金 △90,252 △20,576

投資その他の資産合計 1,054,814 1,062,150

固定資産合計 2,291,963 2,258,194

資産合計 4,665,099 4,433,078
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以上

３．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

  （訂正後）
(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1 515,406 ※1 727,544

受取手形及び売掛金 1,675,873 1,348,011

有価証券 ― 50,000

商品及び製品 36,342 26,066

仕掛品 20,833 7,437

原材料及び貯蔵品 2,384 1,267

繰延税金資産 81,664 52,880

その他 47,516 15,961

貸倒引当金 △6,885 △4,285

流動資産合計 2,373,135 2,224,884 

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 896,194 ※1 877,461

減価償却累計額 △518,254 △531,442

建物及び構築物（純額） 377,939 346,018

機械装置及び運搬具 16,613 13,200

減価償却累計額 △14,946 △11,659

機械装置及び運搬具（純額） 1,666 1,541

工具、器具及び備品 91,859 85,671

減価償却累計額 △82,285 △79,031

工具、器具及び備品（純額） 9,573 6,639

土地 ※1 825,986 ※1 825,986

リース資産 13,972 13,972

減価償却累計額 △7,111 △10,622

リース資産（純額） 6,861 3,350

有形固定資産合計 1,222,026 1,183,536

無形固定資産 15,121 12,507

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 152,106 ※2 101,849

繰延税金資産 68,726 56,466

投資不動産 ※1 818,293 ※1 862,648

減価償却累計額 △141,689 △153,052

投資不動産（純額） 676,603 709,595

その他 247,630 164,814

貸倒引当金 △90,252 △20,576

投資その他の資産合計 1,054,814 1,012,150

固定資産合計 2,291,963 2,208,194

資産合計 4,665,099 4,433,078
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