
平成 23 年 6 月 23 日 

各  位 
 

会 社 名     大  東  紡  織  株  式  会  社 
                  代表者名     取締役社長  国 広 伸 夫 

（コード番号 3202 東証・名証各第 1部） 
問合せ先 取締役経営管理本部管理部長 加久間雄二 

（TEL 03-3665-7816） 
 

（訂正）「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 日に公表した「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記

載内容の一部に誤りがありましたので、お知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付

して表示しております。また、数値データについては訂正ありません。 

 

記 
 
【７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 31 日） 

有形固定資産 

   （中略） 

  リース資産（純額） ― ※1 376,884

 

【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） 

有形固定資産 

   （中略） 

  リース資産（純額） ―    376,884

 



【２１ページ】 

４．連結財務諸表 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

【訂正前】 

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） 

※１ 担保資産 ※１ 担保資産 

 現金及び預金（預金） 980,000 千円  現金及び預金（預金） 580,000 千円

 建物及び構築物 8,757,031 千円  建物及び構築物 8,190,445 千円

 土地 9,315,015 千円  土地 9,316,589 千円

 投資有価証券 129,096 千円  投資有価証券 108,979 千円

   計 19,181,142 千円    計 18,213,281 千円

      

 

【訂正後】 

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） 

※１ 担保資産 ※１ 担保資産 

 現金及び預金（預金） 980,000 千円  現金及び預金（預金） 580,000 千円

 建物及び構築物 8,757,031 千円  建物及び構築物 8,207,712 千円

 土地 9,315,015 千円  土地 9,316,589 千円

 投資有価証券 129,096 千円  投資有価証券 108,979 千円

   計 19,181,142 千円    計 18,213,281 千円

      

 

 

 

 



【２２ページ】 

４．連結財務諸表 

注記事項 

（連結損益計算書関係） 

【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） 

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価

切下後の金額であり、次のたな卸資産評価

損が売上原価に含まれている。  

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価

切下後の金額であり、次のたな卸資産評価

損が売上原価に含まれている。 

40,354 千円 1,361 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） 

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価

切下後の金額であり、次のたな卸資産評価

損が売上原価に含まれている。  

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価

切下後の金額であり、次のたな卸資産評価

損が売上原価に含まれている。  

40,354 千円 41,945 千円 

 

 



【２８ページ】 

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

 【訂正前】 

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） 

（単位：千円） 

 報告セグメント 

 
繊維・アパ

レル事業 
不動産事業

合計 
調整額 

(注）１ 

連結財務諸

表計上額 

（注）２ 

売上高  

外部顧客への売上高 6,038,313 2,291,461 8,329,775 － 8,329,775

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
139 1,923 2,062 △2,062 －

計 6,038,453 2,293,385 8,331,838 △2,062 8,329,775

セグメント利益又は損失（△） △86,243 774,523 688,279 △363,093 325,186

セグメント資産 2,733,907 18,369,397 21,103,304 1,486,743 22,590,048

その他の項目  

減価償却費 44,973 527,904 572,877 1,353 574,230

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
12,939 324,500 337,440 1,635 339,076

（注）１．調整額の内容は以下のとおりである。 

 セグメント利益又は損失（△）  （単位：千円）  

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 セグメント間取引消去 350 △1  

 全社費用※ △384,651 △363,091  

 合計 △384,300 △363,093  

  ※全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費である。 

 セグメント資産  （単位：千円）  

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 全社資産※ 1,750,466 1,486,743  

  ※全社資産は、報告セグメントに帰属しない預金等である。 

 その他の項目  （単位：千円）  

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 減価償却費 7,372 1,353  

 有形固定資産及び無形固定資産の 
増加額 

280 1,635 
 

 

 

 



 【訂正後】 

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） 

（単位：千円） 

 報告セグメント 

 
繊維・アパ

レル事業 
不動産事業

合計 
調整額 

(注）１ 

連結財務諸

表計上額 

（注）２ 

売上高  

外部顧客への売上高 6,038,313 2,291,461 8,329,775 － 8,329,775

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
139 1,923 2,062 △2,062 －

計 6,038,453 2,293,385 8,331,838 △2,062 8,329,775

セグメント利益又は損失（△） △86,243 774,523 688,279 △363,093 325,186

セグメント資産 2,579,894 18,665,033 21,244,928 1,345,119 22,590,048

その他の項目  

減価償却費 44,973 528,577 573,551 1,353 574,904

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
10,742 331,608 342,351 26,751 369,102

（注）１．調整額の内容は以下のとおりである。 

 セグメント利益又は損失（△）  （単位：千円）  

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 セグメント間取引消去 350 △1  

 全社費用※ △384,651 △363,091  

 合計 △384,300 △363,093  

  ※全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費である。 

 セグメント資産  （単位：千円）  

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 全社資産※ 1,750,466 1,345,119  

  ※全社資産は、報告セグメントに帰属しない預金等である。 

 その他の項目  （単位：千円）  

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 減価償却費 7,372 1,353  

 有形固定資産及び無形固定資産の 
増加額 

280 26,751 
 

 

 



【３０ページ】 

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

【訂正前】 

（単位：千円） 

 

 

前事業年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

有形固定資産 

   （中略） 

  リース資産（純額） 153,793 ※1 381,557

 

【訂正後】 

（単位：千円） 

 

 

前事業年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

有形固定資産 

   （中略） 

  リース資産（純額） 153,793    381,557

 

 



【４０ページ】 

５．個別財務諸表 

注記事項 

（損益計算書関係） 

【訂正前】 

前事業年度 

（自平成 21 年４月 １日 

至平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自平成 22 年４月 １日 

至平成 23 年３月 31 日） 

※３  商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う

簿価切下後の金額であり、次の商品評価損

が売上原価に含まれている。  

※３  商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う

簿価切下後の金額であり、次の商品評価損

が売上原価に含まれている。 

37,580 千円 1,361 千円 

 

【訂正後】 

前事業年度 

（自平成 21 年４月 １日 

至平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自平成 22 年４月 １日 

至平成 23 年３月 31 日） 

※３  商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う

簿価切下後の金額であり、次の商品評価損

が売上原価に含まれている。  

※３  商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う

簿価切下後の金額であり、次の商品評価損

が売上原価に含まれている。 

37,580 千円 1,352 千円 

 

以 上 


