
 

 
平成 23 年６月８日 

各      位 

会 社 名  クリエイト株式会社 

代表者名  代表取締役社長 福井 道夫 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 3024） 

問合せ先  

専務取締役 管理本部長  福井 珠樹 

電話 06－6538－2333 

（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 12 日に発表いたしました「平成 23 年３月期決算短信」の記載に一部誤りがありましたので、

下記のとおり訂正いたします。 

記 

 

【訂正箇所】（訂正部分に下線を付しております。） 

 

① <サマリー情報> 

１． 平成 23 年３月期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

    (2)連結財政状態 

 

② 22 ページ 

(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 会計方針の変更 （資産除去債務に関する会計基準等） 

 

③ 24 ページ 

（連結損益計算書関係） 

 

④ 29 ページ 

（有価証券関係） 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

⑤ 32 ページ 

（１株当たり情報） 

 

 

 



 ① １．平成 23 年３月期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

    (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

23 年３月期 12,495 3,301 26.3 847 78

22 年３月期 11,826 3,343 28.3 858 51

 

(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

23 年３月期 12,495 3,301 26.3 842 49

22 年３月期 11,826 3,343 28.3 858 51

 

 

② (7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

    会計方針の変更  該当ページ P22 

(訂正前) 

前連結会計年度 
(自 平成 21 年４月１ 日 

      至 平成 22 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年４月１ 日 

      至 平成 23 年３月 31 日) 

 

 

 

          ― 

（資産除去債務に関する会計基準等） 

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する

会計基準」（企業会計基準第 18号 平成 20年３月

31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20

年３月 31 日）を適用しております。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益及び経

常利益はそれぞれ 768 千円減少、税金等調整前当

期純損失は 6,144 千円増加しております。 

 

(訂正後) 

前連結会計年度 
(自 平成 21 年４月１ 日 

      至 平成 22 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年４月１ 日 

      至 平成 23 年３月 31 日) 

 

 

 

          ― 

（資産除去債務に関する会計基準等） 

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する

会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月

31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20

年３月 31 日）を適用しております。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益及び経

常利益はそれぞれ 768 千円減少、税金等調整前当

期純利益は 6,144 千円減少しております。 

 

 

 

 

 

 

 



③ (連結損益計算書関係)  該当ページ P24 

(訂正前) 

前連結会計年度 
(自 平成 21 年４月１ 日 

      至 平成 22 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年４月１ 日 

      至 平成 23 年３月 31 日) 

 

         (省 略) 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであり 

ます。 

建物及び構築物 116 千円

機械装置及び運搬具  20 千円

その他(工具、器具及び備品) 105 千円

      計 243 千円

 

(訂正後) 

前連結会計年度 
(自 平成 21 年４月１ 日 

      至 平成 22 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年４月１ 日 

      至 平成 23 年３月 31 日) 

 

         (省 略) 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであり 

ます。 

建物及び構築物 116 千円

その他(工具、器具及び備品) 126 千円

      計 243 千円

 

④ (有価証券関係) 

    ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券  該当ページ P29 

(訂正前) 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

427 ― 199

   

(訂正後) 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

228 ― 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ （１株当たり情報） 該当ページ P32 

  (訂正前) 

項  目 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１ 日 
  至 平成 22 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年４月１ 日 
 至 平成 23 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 858 円 51 銭 847 円 78 銭 

１株当たり当期純利益又は 
４円 81 銭 △14 円 51 銭 

当期純損失(△) 

   なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

  (注) 算定上の基礎 

    １ １株当たりの純資産額 

項  目 
前連結会計年度末 当連結会計年度末 

(平成 22 年３月 31 日) (平成 23 年３月 31 日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

(千円) 
3,343,594 3,301,824 

普通株式に係る純資産額(千円) 3,343,594 3,301,824 

普通株式の発行済株式数(株) 3,969,000 3,969,000 

普通株式の自己株式数(株) 74,332 74,332 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数(株) 
3,894,668 3,894,668 

 

(訂正後) 

項  目 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１ 日 
  至 平成 22 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年４月１ 日 
 至 平成 23 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 858 円 51 銭 842 円 49 銭 

１株当たり当期純利益又は 
４円 81 銭 △14 円 51 銭 

当期純損失(△) 

  
 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、当

期純損失であり、潜在株式が存

在しないため記載しておりませ

ん。 

  (注) 算定上の基礎 

    １ １株当たりの純資産額 

項  目 
前連結会計年度末 当連結会計年度末 

(平成 22 年３月 31 日) (平成 23 年３月 31 日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

(千円) 
3,343,594 3,301,824 

普通株式に係る純資産額(千円) 3,343,594 3,281,207 

差額の主な内訳(千円)  

 少数株主持分 ― 20,616 

普通株式の発行済株式数(株) 3,969,000 3,969,000 

普通株式の自己株式数(株) 74,332 74,332 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数(株) 
3,894,668 3,894,668 

 

 

以  上 


