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平成 23 年６月 10 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ホッコク 

代表者名 代表取締役 大浦 真里枝 

[JASDAQ コード 2906] 

問合せ先 専務取締役 青池 啓忠 

TEL 03-3512-4005  

 

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

 

平成23年５月24日に発表いたしました「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容の一部に訂

正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。また、数値データにも訂正がありましたので訂正

後の数値データも送信いたします。なお、訂正個所には下線を付しております。 

 

記 

 

主な訂正理由 

当社は、平成 23 年５月 24 日付で平成 23 年３月期連結決算短信を公表しておりますが、その内容について、次

の事項を修正させていただきます。固定資産売却損が 27 百万円、減損会計が 164 百万円増加し、これにより特別

損失が 191 百万円増加します。（詳細につきましては、本日発表の「特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照

ください。） 

また、29 ページの(重要な契約の締結)に記載の内容が後発事象にあたると監査法人から指摘を受け、社内で内

容の妥当性を検討した結果、後発事象に当たると判断し追記しております。 

 

 
サマリー情報１ページ 
【修正前】 
 
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) 
(1)連結経営成績                                             (%表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年３月期 9,237 131.9 △1,231 － △1,528 － △2,677 － 
22 年３月期 7,000 146.2 △110 － △116 － △942 － 
(注)包括利益  23 年 3 月期－百万円(－％)  22 年 3 月期－百万円(－％) 
 1 株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1株当

たり当期純利益 
自己資本当期純利益

率 
総資産経常利益率 売上高営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23 年３月期 △173.50 － △80.7 △18.2 △13.3
22 年３月期 △68.46 － △19.0 △1.3 △1.6
(参考)持分法投資損益  23 年 3 月期－百万円  22 年 3 月期 42 百万円 
 
(2)連結財政状態 
  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 6,853 2,240 32.4 134.18
22 年３月期 9,971 4,427 44.3 323.40
(参考)自己資本  23 年 3 月期 2,218 百万円  22 年 3 月期 4,417 百万円 
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【修正後】 
 
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) 
(1)連結経営成績                                             (%表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年３月期 9,237 131.9 △1,231 － △1,528 － △2,868 － 
22 年３月期 7,000 146.2 △110 － △116 － △942 － 
(注)包括利益  23 年 3 月期△2,861 百万円(－％)  22 年 3 月期－百万円(－％) 
 
 
 1 株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1株当

たり当期純利益 
自己資本当期純利益

率 
総資産経常利益率 売上高営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23 年３月期 △185.89 － △89.0 △18.4 △13.3
22 年３月期 △68.46 － △19.0 △1.3 △1.6
(参考)持分法投資損益  23 年 3 月期－百万円  22 年 3 月期 42 百万円 
 
(2)連結財政状態 
  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 6,656 2,042 30.5 122.61
22 年３月期 9,971 4,427 44.3 323.40
(参考)自己資本  23 年 3 月期 2,027 百万円  22 年 3 月期 4,417 百万円 
 
 

 
サマリー情報２ページ 
【修正前】 
 
(参考)個別業績の概要 

１．平成 23 年３月期の個別業績(平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日) 

(1)個別経営成績                                             (%表示は対前期増減率) 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年３月期 3,448 57.6 △1,023 － △1,496 － △2,800 － 
22 年３月期 5,436 164.4 10 97.7 44 30.8 △824 － 
 

 １株当たり当期純利益 潜在株式調整後１株当たり当

期純利益 
 円 銭 円 銭
23 年３月期 △181.49 － 
22 年３月期 △59.87 － 
 
(2)個別財政状態 
  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 5,550 2,212 39.6 132.86
22 年３月期 8,566 4,620 53.8 337.51
(参考)自己資本  23 年 3 月期 2,218 百万円  22 年 3 月期 4,610 百万円 

 
【修正後】 
 
(参考)個別業績の概要 

１．平成 23 年３月期の個別業績(平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日) 

(1)個別経営成績                                             (%表示は対前期増減率) 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年３月期 3,448 57.6 △1,002 － △1,496 － △2,992 － 
22 年３月期 5,436 164.4 10 97.7 44 30.8 △824 － 
 

 １株当たり当期純利益 潜在株式調整後１株当たり当

期純利益 
 円 銭 円 銭
23 年３月期 △193.88 － 
22 年３月期 △59.87 － 
 
(2)個別財政状態 
  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 5,359 2,021 37.4 121.29
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22 年３月期 8,566 4,620 53.8 337.51
(参考)自己資本  23 年 3 月期 2,005 百万円  22 年 3 月期 4,610 百万円 
 

 
(２ページ) 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績 

【訂正前】 

以上の結果、連結売上高 9,237 百万円（前年同期比 31%増）、営業外費用として債権売却損 150 百万円の計上が

あったことにより連結経常損失 1,528 百万円（前年同期は経常損失 116 百万円）、特別損失として事業構造改善費

用 448 百万円、減損損失 665 百万円の計上があったことにより連結当期純損失 2,677 百万円（前年同期は当期純

損失 942 百万円）となりました。 

 

【訂正後】 

以上の結果、連結売上高 9,237 百万円（前年同期比 31%増）、営業外費用として債権売却損 150 百万円の計上が

あったことにより連結経常損失 1,528 百万円（前年同期は経常損失 116 百万円）、特別損失としてリストラクチャ

リング損失 448 百万円、減損損失 829 百万円の計上があったことにより連結当期純損失 2,868 百万円（前年同期

は当期純損失 942 百万円）となりました。 

 

(３ページ) 

（次期の見通し） 

【訂正前】 

以上の施策により、連結売上高は 3,719 百万円（平成 23 年３月期比 59.7％減）、連結営業利益は 70 百万円(平

成 23年３月期は営業損失 1,231百万円)、連結経常利益は 117百万円（平成 23年３月期は経常損失 1,528百万円）、

連結当期純利益は 65 百万円（平成 23 年３月期は当期純損失 2,677 百万円）の予定でおります。 

 

【訂正後】 

以上の施策により、連結売上高は 3,719 百万円（平成 23 年３月期比 59.7％減）、連結営業利益は 70 百万円(平

成 23年３月期は営業損失 1,231百万円)、連結経常利益は 117百万円（平成 23年３月期は経常損失 1,528百万円）、

連結当期純利益は 65 百万円（平成 23 年３月期は当期純損失 2,868 百万円）の予定でおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

  ①財政状態に関する分析 

  （総資産） 

【訂正前】 

当連結会計年度末の総資産は 6,853 百万円となり、前年同期と比較して 3,117 百万円減少しました。 

減少の主な理由として、土地の減少が 616 百万円、および長期貸付金の減少 806 百万円、貸倒引当金の増加 433

百万円によるものです。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度末の総資産は 6,656 百万円となり、前年同期と比較して 3,315 百万円減少しました。 
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減少の主な理由として、土地の減少が 750 百万円、および長期貸付金の減少 806 百万円、貸倒引当金の増加 433 

百万円によるものです。 

 

  （純資産） 

【訂正前】 

当連結会計年度末の純資産は 2,240 百万円となり、前年同期と比較して 2,187 百万円減少しました。 

減少の主な理由は、利益剰余金の減少 2,606 百万円です。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度末の純資産は 2,042 百万円となり、前年同期と比較して 2,385 百万円減少しました。 

減少の主な理由は、利益剰余金の減少 2,797 百万円です。 

 

(４ページ) 

  ②キャッシュ・フローの状況 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

【訂正前】 

当連結会計年度において、営業活動によって減少した資金は 683 百万円となりました。 

これは主に、貸倒引当金の増加が 640 百万円、および減損損失が 665 百万円あった一方で、税金等調整前四半期

純損失が 2,736 百万円あったことによるものです。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度において、営業活動によって減少した資金は 683 百万円となりました。 

これは主に、貸倒引当金の増加が 640 百万円、および減損損失が 829 百万円あった一方で、税金等調整前当期純

損失が 2,927 百万円あったことによるものです。 

 

(５ページ) 

（５）継続企業の前提に関する重要な事象等 

【訂正前】 

当社グループは、前連結会計年度において事業構造改善費用等の計上により、942,653 千円の当期純損失を計上

し、当連結会計年度においてもリストラクチャリング損失等の計上により 2,677,588 千円の当期純損失を計上しま

した。 

 

【訂正後】 

当社グループは、前連結会計年度において事業構造改善費用等の計上により、942,653 千円の当期純損失を計上

し、当連結会計年度においてもリストラクチャリング損失等の計上により 2,868,859 千円の当期純損失を計上しま

した。 
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(６ページ) 

２．企業集団の状況 

【訂正前】 

当社グループの企業集団は、当社、国内連結子会社（㈱OASIS FIRM、東洋商事㈱、㈱ニッカ食品、九重どさ

ん子農場㈱、ＬＰＱＪａｐａｎ㈱）、海外連結子会社（多膳客（亜州）有限公司、多膳客（上海）餐飲管理有限公

司）の８社で構成しています。 

 

【訂正後】 

当社グループの企業集団は、当社、国内連結子会社（㈱OASIS FIRM、東洋商事㈱、㈱ニッカ食品、九重どさ

ん子農場㈱、ＬＰＱＪａｐａｎ㈱）、海外連結子会社（多膳客（亜洲）有限公司、多膳客（上海）餐飲管理有限公

司、北京東洋海商貿有限公司）の９社で構成しています。 
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(８ページ) 

４．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3日) 

資産の部    

  流動資産     

 （省略）    

  流動資産合計 3,181,828 2,603,939
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 2,954,526 2,137,472
        減価償却累計額 △1,557,851 △1,075,629
        建物及び構築物純額） 1,396,675 1,061,842
     機械装置及運搬具 213,474 232,848
        減償却累計額 △121,152 △6,613
        機械装置及び運搬具（純額） 92,321 66235
      工具、器具及び備品 316,648 217,178
        減価償却累計額 △160,757 △150,117
        工具、器具及び備品（純額） 155,80 67,061
      土地 2,980,225 2,363,590
      建設仮勘定 246,000 336
      有形固定資産合計 4,871,113 3,559,066
    無形固定資産 4725 135,252
   投資その他の資産 
 （省略） 
   投資その他の資産合計 1,839,548 504,254 
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【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3年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

  （省略） 
  流動資産合計 3,181,828 2,603,939
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 2,954,52 2,080,472
        減価償却累計額 △1,557,851 △1,075,629
        建物及び構築物（純額） 1,396,675 1,004,842
      機械装置及び運搬具 213,474 232,848
       減価償却累計額 △121,152 △166,613
        機械装置及び運搬具（純額） 92,321 66,235
     工具、器具及び備品 316,648 217,178
        減価償却累計額 △160,757 △50,117
        工具、器具及び備品（純額） 155,890 67,061
      土地 2,980,225 2,229,319
      建設仮勘定 246,000 336
      有形固定資産合計 4,871,113 3,367,795
    無形固定資産 
     のれん － 86,958
     その他 45,725 41,772
   無形固定資産合計 45,725 128,772
  投資その他の資産 
 （省略） 
  投資その他の資産合計 1,839,548 504,254 
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(９ページ) 

【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) 
    固定資産合計 6,756,387 4,198,573
  繰延資産     

    社債発行費 33,463 25,432
    株式交付費 － 26,045
    繰延資産合計 33,463 51,477
  資産合計 9,971,678 6,853,990

負債の部 
  （省略） 
 負債合計 5,543,714 4,613,283

 

【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) 
    固定資産合計 6,756,387 4,000,781
  繰延資産     

    社債発行費 33,463 25,432
    株式交付費 － 26,045
    繰延資産合計 33,463 51,477
  資産合計 9,971,678 6,656,198

負債の部 
  （省略） 
 負債合計 5,543,714 4,613,283
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(１０ページ) 

【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) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,877,500 2,078,890
    資本剰余金 1,737,500 1,936,013
    利益剰余金 1,062,400 △1,544,076
    自己株式 △250,666 △250,694
    株主資本合計 4,426,734 2,220,131
  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △9,062 △897
    為替換算調整勘定 － △459
    その他の包括利益累計額合計 △9,062 △1,356
  新株予約権 10,126 15,411
  少数株主持分 166 －
  純資産合計 4,427,964 2,240,707

負債純資産合計 9,971,678 6,853,990

 

【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) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,877,500 2,078,890
    資本剰余金 1,737,500 1,936,013
    利益剰余金 1,062,400 △1,735,347
    自己株式 △250,666 △250,694
    株主資本合計 4,426,734 2,028,860
  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △9,062 △897
    為替換算調整勘定 － △459
    その他の包括利益累計額合計 △9,062 △1,356
  新株予約権 10,126 15,411
  少数株主持分 166 －
  純資産合計 4,427,964 2,042,915

負債純資産合計 9,971,678 6,656,198
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      株式会社ホッコク 

 

 

(１２ページ) 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

【修正前】 

（単位：千円）

   
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)
  その他 73,940 54,891
  営業外費用合計 208,837 519,814

経常損失（△） △116,067 △1,528,105

特別利益     

  貸倒引当金戻入額 2,189 509
  固定資産売却益 719 115,531
  賞与引当金戻入額 5,331 3,221
  受取補償金 17,250 －
  関係会社株式売却益 － 250,580
  その他 － 389
  特別利益合計 25,490 370,231

特別損失     

  固定資産除売却損 51,371 117,298
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 103,056
  店舗閉鎖損失 44,120 82,414
  減損損失 106,093 665,271
  出資金評価損 － 120,000
  事業構造改善費用 777,162 －
  リストラクチャリング損失 － 448,141
  その他 7,330 42,245
  特別損失合計 986,078 1,578,427

税金等調整前当期純損失（△） △1,076,655 △2,736,301

法人税、住民税及び事業税 30,146 101,117

法人税等調整額 △163,619 △179,347

過年度法人税等 － 19,684

法人税等合計 △133,472 △58,546

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △2,677,754

少数株主損失（△） △529 △166

当期純損失（△） △942,653 △2,677,588
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      株式会社ホッコク 

 

 

【修正後】 

（単位：千円）

   
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)
  その他 73,940 54,891
  営業外費用合計 208,837 519,814

経常損失（△） △116,067 △1,528,105

特別利益     

  貸倒引当金戻入額 2,189 509
  固定資産売却益 719 104,624
  賞与引当金戻入額 5,331 3,221
  受取補償金 17,250 －
  関係会社株式売却益 － 250,580
  その他 － 389
  特別利益合計 25,490 359,324

特別損失     

  固定資産除売却損 51,371 133,661
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 103,056
  店舗閉鎖損失 44,120 82,414
  減損損失 106,093 829,271
  出資金評価損 － 120,000
  事業構造改善費用 777,162 －
  リストラクチャリング損失 － 448,141
  その他 7,330 42,245
  特別損失合計 986,078 1,758,791

税金等調整前当期純損失（△） △1,076,655 △2,927,572

法人税、住民税及び事業税 30,146 101,117

法人税等調整額 △163,619 △179,347

過年度法人税等 － 19,684

法人税等合計 △133,472 △58,546

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △2,869,025

少数株主損失（△） △529 △166

当期純損失（△） △942,653 △2,868,859
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      株式会社ホッコク 

 

 

(１３ページ) 

（連結包括利益計算書） 

【修正前】 

（単位：千円）

   
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)

少数株主損益調整前当期純利益 － △2,677,754

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － 8,165
  繰延ヘッジ損益 － －
  為替換算調整勘定 － △459
  持分法適用会社に対する持分相当額 － －
  その他の包括利益合計 － 7,706

包括利益 － △2,670,048

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 － △2,670,048
  少数株主に係る包括利益 － －
        

 

【修正後】 

（単位：千円）

   
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)

少数株主損益調整前当期純利益 － △2,869,025

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － 8,165
  繰延ヘッジ損益 － －
  為替換算調整勘定 － △459
  持分法適用会社に対する持分相当額 － －
  その他の包括利益合計 － 7,706

包括利益 － △2,861,319

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 － △2,861,319
  少数株主に係る包括利益 － －
        

 

12



 
 
      株式会社ホッコク 

 

 

(１４ページ) 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【修正前】 

（単位：千円）

       
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)

株主資本     

 資本金   

 （省略）   

  当期末残高 1,877,500 2,078,890
 資本剰余金   

 （省略）   

  当期末残高 1,737,500 1,936,013
  利益剰余金     

    前期末残高 2,134,270 1,062,400
    当期変動額     

      剰余金の配当 △41,431 △20,490
      連結範囲の変動 △87,785 91,601
      当期純損失（△） △942,653 △2,677,588
      当期変動額合計 △1,071,870 △2,606,476
    当期末残高 1,062,400 △1,544,076
  自己株式     

    前期末残高 △234,096 △250,666
    当期変動額     

      自己株式の取得 △16,569 △28
      当期変動額合計 △16,569 △28
    当期末残高 △250,666 △250,694
  株主資本合計     

    前期末残高 5,515,173 4,426,734
    当期変動額     

      新株の発行 － 399,903
      剰余金の配当 △41,431 △20,490
      連結範囲の変動 △87,785 91,601
      当期純損失（△） △942,653 △2,677,588
      自己株式の取得 △16,569 △28
      当期変動額合計 △1,088,439 △2,206,602
    当期末残高 4,426,734 2,220,131
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      株式会社ホッコク 

 

 

【修正後】 

（単位：千円）

       
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)

株主資本     

 資本金   

 （省略）   

  当期末残高 1,877,500 2,078,890
 資本剰余金   

 （省略）   

  当期末残高 1,737,500 1,936,013
  利益剰余金     

    前期末残高 2,134,270 1,062,400
    当期変動額     

      剰余金の配当 △41,431 △20,490
      連結範囲の変動 △87,785 91,601
      当期純損失（△） △942,653 △2,868,859
      当期変動額合計 △1,071,870 △2,797,747
    当期末残高 1,062,400 △1,735,347
  自己株式     

    前期末残高 △234,096 △250,666
    当期変動額     

      自己株式の取得 △16,569 △28
      当期変動額合計 △16,569 △28
    当期末残高 △250,666 △250,694
  株主資本合計     

    前期末残高 5,515,173 4,426,734
    当期変動額     

      新株の発行 － 399,903
      剰余金の配当 △41,431 △20,490
      連結範囲の変動 △87,785 91,601
      当期純損失（△） △942,653 △2,868,859
      自己株式の取得 △16,569 △28
      当期変動額合計 △1,088,439 △2,397,873
    当期末残高 4,426,734 2,028,860
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      株式会社ホッコク 

 

 

(１５ページ) 

【訂正前】 

（単位：千円）

       
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)

その他の包括利益累計額     

  （省略） 

少数株主持分     

  前期末残高 696 166
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △529 6,354
    当期変動額合計 △529 6,354
  当期末残高 166 6,520
            

 

【訂正後】 

（単位：千円）

       
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)

その他の包括利益累計額     

  （省略） 

少数株主持分     

  前期末残高 696 166
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △529 △166
    当期変動額合計 △529 △166
  当期末残高 166 －
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      株式会社ホッコク 

 

 

(１６ページ) 

【修正前】 

（単位：千円）

     
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)

純資産合計     

  前期末残高 5,515,869 4,427,964
  当期変動額     

    新株の発行 － 399,903
    剰余金の配当 △41,431 △20,490
    当期純損失（△） △942,653 △2,677,588
    連結範囲の変動 △87,785 91,601
    自己株式の取得 △16,569 △28
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 534 19,345
    当期変動額合計 △1,087,905 △2,187,257
  当期末残高 4,427,964 2,240,707
          

 

【修正後】 

（単位：千円）

     
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)

純資産合計     

  前期末残高 5,515,869 4,427,964
  当期変動額     

    新株の発行 － 399,903
    剰余金の配当 △41,431 △20,490
    当期純損失（△） △942,653 △2,868,859
    連結範囲の変動 △87,785 91,601
    自己株式の取得 △16,569 △28
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 534 12,824
    当期変動額合計 △1,087,905 △2,385,048
  当期末残高 4,427,964 2,042,915
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      株式会社ホッコク 

 

 

(１７ページ) 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

【修正前】 

（単位：千円）

   
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)

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純損失（△） △1,076,655 △2,736,301
  減価償却費 182,539 247,676
  減損損失 127,656 665,271
  リストラクチャリング損失 － 61,005
  固定資産除売却損益（△は益） 50,846 1,766
  （省略） 
  営業活動によるキャッシュ・フロー △737,907 △683,998
        

 

【修正後】 

（単位：千円）

   
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)

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純損失（△） △1,076,655 △2,927,572
  減価償却費 182,539 247,676
  減損損失 127,656 829,271
  リストラクチャリング損失 － 61,005
  固定資産除売却損益（△は益） 50,846 29,038
  （省略） 
  営業活動によるキャッシュ・フロー △737,907 △683,998
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      株式会社ホッコク 

 

 

(２２ページ) 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

【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） 

  (5) リース資産 

 （省略） 

(5) リース資産 

 （省略） 

  (6）繰延資産の処理方法 (6）繰延資産の処理方法 

 社債発行費 

 社債の償還期間にわたり均等償

却しております。 

社債発行費 

 社債の償還期間にわたり均等

償却しております。 

 

 (7）引当金の計上基準 

  （省略） 

(7）引当金の計上基準 

  （省略） 

 (8）収益及び費用の計上基準 

  （省略） 

(8）収益及び費用の計上基準 

  （省略） 

 (9）ヘッジ会計の方法 

（省略） 

(9）ヘッジ会計の方法 

  （省略） 

 

【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） 

  (5) リース資産 

 （省略） 

(5) リース資産 

 （省略） 

  (6）繰延資産の処理方法 (6）繰延資産の処理方法 

 社債発行費 

 社債の償還期間にわたり均等償

却しております。 

社債発行費 

 社債の償還期間にわたり均等

償却しております。 

株式交付費 

 ３年間で均等償却しておりま

す。 

 (7）引当金の計上基準 

  （省略） 

(7）引当金の計上基準 

  （省略） 

 (8）収益及び費用の計上基準 

  （省略） 

(8）収益及び費用の計上基準 

  （省略） 

 (9）ヘッジ会計の方法 

  （省略） 

(9）ヘッジ会計の方法 

  （省略） 
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      株式会社ホッコク 

 

 

(２３ページ) 

【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） 

  (10）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(10）消費税等の会計処理 

同左 

  (11) 重要な外貨建ての資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。  

  

(11) 重要な外貨建ての資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理してお

ります。  

  

  

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

  

  

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

  

同左 

  

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

  

 個別案件毎に判断し、20 年以内の合理

的な年数で規則的に償却しております。

  

同左 

  

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヵ

月以内に償還期限の到来する短期投資で

あります。 

  

同左 
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      株式会社ホッコク 

 

 

【修正後】 

 

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） 

  (10）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(10）消費税等の会計処理 

同左 

  (11) 重要な外貨建ての資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。  

  

(11) 重要な外貨建ての資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理してお

ります。  

  

  

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

  

  

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

  

－ 

  

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

  

 個別案件毎に判断し、20 年以内の合理

的な年数で規則的に償却しております。

  

のれんの償却については、５年間の

定額法により償却を行っております。

  

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヵ

月以内に償還期限の到来する短期投資で

あります。 

  

同左 
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      株式会社ホッコク 

 

 

(２７ページ) 

（セグメント情報等） 

ｄ．セグメント情報 

 ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

【訂正前】 

 

  報告セグメント 

  

その他 

（千円） 

（注）１ 

  

調整額 

（千円）

（注）２

連結 

財務諸表

計上額 

（千円）

（注）3 

  
直営事業 

（千円） 

ＦＣ事業

（千円）

卸売事業

（千円）

不動産事業

（千円）

計 

（千円）
      

売上高外部顧客への売

上高 
2,845,866 1,036,362 5,064,764 290,104 9,237,098 523 － 9,237,622

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
42,300 14,309 307,593 21,600 385,803 － － 385,803

計 2,888,167 1,050,672 5,372,357 311,704 9,622,901 523 － 9,623,425

セグメント利益 △247,613 2,027 △544,588 173,478 △616,694 △29,742 △585,057 △1,231,494

セグメント資産 1,052,846 435,993 2,084,185 2,758,846 6,331,871 245 521,873 6,853,990

その他の項目  

減価償却費  90,059 15,577 34,370 41,379 181,386 5,487 41,790 228,664

負のれんの償却  345 － 110,237 － 110,583 － － 110,583

減損損失  217,129 17,967 145,128 267,341 647,567 2,345 15,359 665,271

有形固定資産及び無形

固定資産の増加  
120,799 7,974 201,645 3,916 334,335 3,488 31,105 368,930

（注）１．(省略) 

２．(省略) 

その他の項目の減価償却費の調整額 41,790 千円は全社費用に係る減価償却費でありま

す。また、減損損失の調整額 15,359 千円は全社費用に係る減損損失であります。また、

有形固定資産及び無形固定資産等の増加額の調整額 31,105 千円は、全て全社有形固定資

産及び無形固定資産であります。 
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      株式会社ホッコク 

 

 

【訂正後】 

 

  報告セグメント 

  
直営事業 

（千円） 

ＦＣ事業

（千円）

卸売事業

（千円）

不動産事業

（千円）

計 

（千円）

  

その他 

（千円） 

（注）１ 

  

調整額 

（千円）

（注）２

連結 

財務諸表

計上額 

（千円）

（注）3 

売上高外部顧客への売

上高 
2,845,866 1,036,362 5,064,764 290,104 9,237,098 523 － 9,237,622

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
42,300 14,309 307,593 21,600 385,803 － － 385,803

計 2,888,167 1,050,672 5,372,357 311,704 9,622,901 523 － 9,623,425

セグメント利益 △247,613 2,027 △544,588 173,478 △616,694 △29,742 △585,057 △1,231,494

セグメント資産 752,723 336,481 1,754,902 2,567,575 5,411,683 245 1,244,269 6,656,198

その他の項目  

減価償却費  90,059 15,577 53,535 41,379 200,551 5,487 41,790 247,829

負のれんの償却  345 － 110,237 － 110,583 － － 110,583

減損損失  217,129 17,967 145,128 431,341 811,567 2,345 15,359 829,271

有形固定資産及び無形

固定資産の増加  
121,135 11,156 158,957 3,916 295,165 16,176 27,923 339,266

（注）１．(省略) 

２．(省略) 

その他の項目の減価償却費の調整額 41,790 千円は全社費用に係る減価償却費でありま

す。また、減損損失の調整額 15,359 千円は全社費用に係る減損損失であります。また、

有形固定資産及び無形固定資産等の増加額の調整額 27,923 千円は、全て全社有形固定資

産及び無形固定資産であります。 
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      株式会社ホッコク 

 

 

(２８ページ) 

（１株当たり情報） 

【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 323円 40銭 134円 18銭

１株当たり当期純損失（△） △68円 46銭 △173円 50銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存

在するものの、１株当り当期純損失

である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

は存在するものの、１株当り当期

純損失であるため記載しておりま

せん。 

（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
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）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,427,964 2,240,707

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 10,292 21,931

(うち新株予約権) (10,126) (15,411)

(うち少数株主持分）  (166) (6,520)

普通株式に係る純資産額（千円） 4,417,671 2,218,775

普通株式の発行済株式数（株） 14,860,000 17,737,000

普通株式の自己株式数（株） 1,200,020 1,200,589

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） 13,659,980 16,536,411

２ １株当たり当期純損失（△） 

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）

連結損益計算書上の当期純損失（△）（千円） △942,653 △2,677,588

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △942,653 △2,677,588

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 13,769,359 15,433,058

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在株式の概要  

 普通株式に対する新

株予約権(新株予約権の

数535個) 

この概要については、

「新株予約権等の状況」

に記載のとおりであり

ます。  

 普通株式に対する新

株予約権(新株予約権

の数322個) 

この概要については、

「新株予約権等の状

況」に記載のとおりで

あります。  
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【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 323円 40銭 122円 61銭

１株当たり当期純損失（△） △68円 46銭 △185円 89銭

  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

は存在するものの、１株当り当期

純損失である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、潜在株式は存

在するものの、１株当り当期純損失

であるため記載しておりません。 

（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
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）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,427,964 2,042,915

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 10,292 15,411

(うち新株予約権) (10,126) (15,411)

(うち少数株主持分）  (166) －

普通株式に係る純資産額（千円） 4,417,671 2,027,504

普通株式の発行済株式数（株） 14,860,000 17,737,000

普通株式の自己株式数（株） 1,200,020 1,200,589

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） 13,659,980 16,536,411

２ １株当たり当期純損失（△） 

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）

連結損益計算書上の当期純損失（△）（千円） △942,653 △2,868,859

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △942,653 △2,868,859

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 13,769,359 15,433,058

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在株式の概要  

 普通株式に対する新

株予約権(新株予約権

の数535個) 

この概要については、

「新株予約権等の状

況」に記載のとおりで

あります。  

 普通株式に対する新

株予約権(新株予約権

の数322個) 

この概要については、

「新株予約権等の状

況」に記載のとおりで

あります。  
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(２９ページ) 

（重要な後発事象） 

【訂正前】 

 

記載漏れ 

 

【訂正後】 

 

(重要な契約の締結) 

  当社は、平成 23 年４月 25 日開催の取締役会において、阪神酒販株式会社との間でコンサルティング契約を締

結することを決議し、同日契約を締結いたしました。 

(１)契約の目的 

当社の仕入価格の低減を目的とした物流改善業務を委託する。 

(２)契約の相手会社の名称 

阪神酒販株式会社 

(３)締結の時期 

平成 23 年４月 25 日 

(４)契約の内容 

    契約期間：平成 23 年 4 月 19 日から平成 28 年 5 月 31 まで 

    契約額  ：55,000 千円（1 年間当たり 11,000 千円） 

    支払方法：契約締結日に全額を一括して支払う 

(５)契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

年間 15,000 千円の仕入価格の低減を見込んでいます。 

(６)その他重要な事項 

該当事項はありません。 

 

以 上 
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