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2011 年６月 27 日 

各   位 

 

 

 

 

 

 

（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、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。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。 

記 

８～９ページ 

 ４．連結財務諸表 

 （１）連結貸借対照表 

（訂正前） 

  （単位：百万円） 

 
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  

（省略）  

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 101,661 103,777 

    減価償却累計額 △48,928 △49,418 

    建物及び構築物（純額） 52,732 54,359 

   機械装置及び運搬具 11,257 11,393 

    減価償却累計額 △8,342 △9,054 

    機械装置及び運搬具（純額） 2,914 2,338 

   コース勘定 12,338 12,337 

   土地 25,582 26,515 

   リース資産 3,493 3,560 

    減価償却累計額 △369 △626 

    リース資産（純額） 3,124 2,933 

   建設仮勘定 3,311 1,287 

   その他 12,125 12,616 

    減価償却累計額 △9,710 △10,166 

    その他（純額） 2,414 2,450 

   有形固定資産合計 102,417 102,223 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 リゾートトラスト株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長 伊藤 勝康

コ ー ド 番 号 4 6 8 1  東 証 ・ 名 証第一部

問い合わせ先 執行役員 経営企画・ＩＲ室長
 相 川  千 絵

電 話 052－933－6519
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（訂正後） 

  （単位：百万円） 

 
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  

（省略）  

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 101,661 106,549 

    減価償却累計額 △48,928 △52,190 

    建物及び構築物（純額） 52,732 54,359 

   機械装置及び運搬具 11,257 11,416 

    減価償却累計額 △8,342 △9,077 

    機械装置及び運搬具（純額） 2,914 2,338 

   コース勘定 12,338 12,337 

   土地 25,582 26,515 

   リース資産 3,493 3,560 

    減価償却累計額 △369 △626 

    リース資産（純額） 3,124 2,933 

   建設仮勘定 3,311 1,287 

   その他 12,125 12,735 

    減価償却累計額 △9,710 △10,284 

    その他（純額） 2,414 2,450 

   有形固定資産合計 102,417 102,223 

 

 

32～34 ページ 

 ５．個別財務諸表 

 （１）貸借対照表 

（訂正前） 

  （単位：百万円） 

 
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） 

資産の部  

（省略）  

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 78,384 79,142 

    減価償却累計額 △36,748 △36,456 

    建物（純額） 41,635 42,685 

   構築物 8,779 9,086 

    減価償却累計額 △5,926 △6,257 

    構築物（純額） 2,853 2,828 

   機械及び装置 4,142 4,328 

    減価償却累計額 △3,245 △3,424 

    機械及び装置（純額） 896 903 

   船舶 533 533 

    減価償却累計額 △504 △518 

    船舶（純額） 28 14 

   車両運搬具 510 523 

    減価償却累計額 △432 △460 

    車両運搬具（純額） 78 63 
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   工具、器具及び備品 10,887 11,297 

    減価償却累計額 △8,808 △9,232 

    工具、器具及び備品（純額） 2,078 2,064 

   コース勘定 2,886 2,886 

   土地 19,075 18,398 

   リース資産 2,782 2,861 

    減価償却累計額 △171 △346 

    リース資産（純額） 2,610 2,514 

   建設仮勘定 3,256 1,287 

   有形固定資産合計 75,400 73,647 

 

（訂正後） 

  （単位：百万円） 

 
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） 

資産の部  

（省略）  

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 78,384 81,911 

    減価償却累計額 △36,748 △39,226 

    建物（純額） 41,635 42,685 

   構築物 8,779 9,088 

    減価償却累計額 △5,926 △6,260 

    構築物（純額） 2,853 2,828 

   機械及び装置 4,142 4,351 

    減価償却累計額 △3,245 △3,447 

    機械及び装置（純額） 896 903 

   船舶 533 533 

    減価償却累計額 △504 △518 

    船舶（純額） 28 14 

   車両運搬具 510 523 

    減価償却累計額 △432 △460 

    車両運搬具（純額） 78 63 

   工具、器具及び備品 10,887 11,415 

    減価償却累計額 △8,808 △9,350 

    工具、器具及び備品（純額） 2,078 2,064 

   コース勘定 2,886 2,886 

   土地 19,075 18,398 

   リース資産 2,782 2,861 

    減価償却累計額 △171 △346 

    リース資産（純額） 2,610 2,514 

   建設仮勘定 3,256 1,287 

   有形固定資産合計 75,400 73,647 

 

以 上 


