
 

 

平成23年９月20日 

各 位 

会社名  株式会社塩見ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 塩見信孝 

(コード番号2414・大証２部) 

問合せ先 取締役財務部長 杉西康広 

ＴＥＬ  082-568-8128 

 

（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20日に発表いたしました「平成23年３月期決算短信」の一部に訂正すべき

事項がありましたので、お知らせいたします。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します。 

なお、訂正箇所には＿＿を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

訂正の理由につきましては、本日付開示「過年度有価証券報告書、四半期報告書及び決

算短信等の訂正に関するお知らせ」に記載の通りであります。 

 

 

 

 



 

 

２．訂正の箇所 

【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） 

（１）連結経営成績 

【訂正前】 

（％表示は、対前年同四半期増減率） 

 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 388 △63.8 △508 － △887 － 2,073 － 

22年３月期 1,074 △96.0 △312 － △1,353 － △3,146 － 

（注）包括利益  23年3月期 2,068百万円（―％）  22年3月期 △3,134百万円（―％） 

 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 14.63 － － △5.4 △130.8 

22年３月期 △87.07 － － △7.6 △29.1 

（参考）持分法投資損益  23 年 3 月期―百万円  22 年 3 月期△13 百万円 

 

【訂正後】 

（％表示は、対前年同四半期増減率） 

 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 388 △63.8 △429 － △808 － 2,152 － 

22年３月期 1,074 △96.0 △312 － △1,353 － △3,146 － 

（注）包括利益  23年3月期 2,068百万円（―％）  22年3月期 △3,134百万円（―％） 

 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 30.91 － － △5.3 △110.5 

22年３月期 △87.07 － － △7.6 △29.1 

（参考）持分法投資損益  23 年 3 月期―百万円  22 年 3 月期△13 百万円 

 

 

（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 15,179 332 2.2 2.63 

22年３月期 17,843 △2,131 － △39.56 



 

 

（参考）自己資本    23年３月期 333百万円  22年３月期 △2,136百万円 

【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 15,210 363 2.4 2.87 

22年３月期 17,795 △2,179 － △40.45 

（参考）自己資本    23年３月期 363百万円  22年３月期 △2,136百万円 

 

 

 

【２P】 

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】 

（前略） 

その結果、当連結会計年度におきましては、売上高は388百万円（前年同期比63.9％減）、営業損失は508百万円（前年

同期は312百万円の営業損失）、経常損失は887百万円（前年同期は1,353百万円の経常損失）、当期純利益は2,073百万円

（前年同期は3,161百万円の当期純損失）となり、債務超過の状態は解消いたしました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（不動産事業） 

不動産事業は、当社、株式会社塩見及び株式会社アジリティコーポレーションが営む、不動産の賃貸及び仲介業でありま

す。当社グループの方針のもと、遊休不動産の売却を推し進めたため、事業規模そのものは縮小しております。当連結会

計年度におきましては、賃貸物件の売却により賃貸収入が減少したため、売上高131百万円（前年同期比23.2％減）、営業

損失は30百万円（前年同期は9百万円の営業損失）となりました。 

（後略） 

 

【訂正後】 

（前略） 

その結果、当連結会計年度におきましては、売上高は388百万円（前年同期比63.9％減）、営業損失は429百万円（前年

同期は312百万円の営業損失）、経常損失は808百万円（前年同期は1,353百万円の経常損失）、当期純利益は2,152百万円

（前年同期は3,161百万円の当期純損失）となり、債務超過の状態は解消いたしました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（不動産事業） 

不動産事業は、当社、株式会社塩見及び株式会社アジリティコーポレーションが営む、不動産の賃貸及び仲介業でありま

す。当社グループの方針のもと、遊休不動産の売却を推し進めたため、事業規模そのものは縮小しております。当連結会

計年度におきましては、賃貸物件の売却により賃貸収入が減少したため、売上高131百万円（前年同期比23.2％減）、営業

利益は48百万円（前年同期は9百万円の営業損失）となりました。 

（後略） 

 



 

 

 

【３P】 

(2）財政状態に関する分析 

【訂正前】 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末における総資産は、15,179百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,664百万円減少いたしました。 

これは主に、遊休不動産の売却により固定資産が減少したことと、貸付金の回収により長期貸付金が減少したことによ

るものであります。 

（負債） 

当連結会計年度末における負債合計は、14,846百万円となり、前連結会計年度末に比べて5,128百万円減少いたしました。 

これは主に、担保不動産の売却や債務免除に伴う短期借入金の減少によるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は、332百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,464百万円増加いたしました。 

これは主に、当期純利益2,073百万円の計上による利益剰余金の増加及び第三者割当増資と新株予約権の発行による株主

資本の増強によるものであります。 

 

【訂正後】 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末における総資産は、15,210百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,585百万円減少いたしました。 

これは主に、遊休不動産の売却により固定資産が減少したことと、貸付金の回収により長期貸付金が減少したことによ

るものであります。 

（負債） 

当連結会計年度末における負債合計は、14,846百万円となり、前連結会計年度末に比べて5,128百万円減少いたしました。 

これは主に、担保不動産の売却や債務免除に伴う短期借入金の減少によるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は、363百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,543百万円増加いたしました。 

これは主に、当期純利益2,152百万円の計上による利益剰余金の増加及び第三者割当増資と新株予約権の発行による株主

資本の増強によるものであります。 

 

 

【４P】 

(4）事業等のリスク 

【訂正前】 

①継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況について 

当社グループは、当連結会計年度において2,073百万円の純利益を計上し、債務超過の状態を解消いたしましたが、前連

結会計年度において312百万円の営業損失及び1,353百万円の経常損失を計上し、当連結会計年度においても508百万円の営

業損失及び887百万円の経常損失を計上することとなりました。また、資金調達面についても、当社グループへの与信の低

下により資金調達が困難な状況が続いており、平成20年９月以降、金融機関への元利金の弁済をほぼ凍結しております。 



 

 

（後略） 

 

【訂正後】 

①継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況について 

当社グループは、当連結会計年度において2,152百万円の純利益を計上し、債務超過の状態を解消いたしましたが、前連

結会計年度において312百万円の営業損失及び1,353百万円の経常損失を計上し、当連結会計年度においても429百万円の営

業損失及び808百万円の経常損失を計上することとなりました。また、資金調達面についても、当社グループへの与信の低

下により資金調達が困難な状況が続いており、平成20年９月以降、金融機関への元利金の弁済をほぼ凍結しております。 

（後略） 

 

 

 

【５P】 

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

【訂正前】 

当社グループは、当連結会計年度において2,073百万円の純利益を計上し、債務超過の状態を解消いたしましたが、前連

結会計年度において312百万円の営業損失及び1,353百万円の経常損失を計上し、当連結会計年度においても508百万円の営

業損失及び887百万円の経常損失を計上することとなりました。また、資金調達面についても、当社グループへの与信の低

下により資金調達が困難な状況が続いており、平成20年９月以降、金融機関への元利金の弁済をほぼ凍結しております。 

（後略） 

 

【訂正後】 

当社グループは、当連結会計年度において2,152百万円の純利益を計上し、債務超過の状態を解消いたしましたが、前連

結会計年度において312百万円の営業損失及び1,353百万円の経常損失を計上し、当連結会計年度においても429百万円の営

業損失及び808百万円の経常損失を計上することとなりました。また、資金調達面についても、当社グループへの与信の低

下により資金調達が困難な状況が続いており、平成20年９月以降、金融機関への元利金の弁済をほぼ凍結しております。 

（後略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【８P】 

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3年３月31日) 

資産の部 
 流動資産 
    現金及び預金 ※2 75,590 16,189
    受取手形及び売掛金 ※2 108,463 60,039
    短期貸付金 174,593 273,172
    未収入金 1,279,885 679,216
    立替金 25,783 18,659
    その他 134,563 242,247
    貸倒引当金 △20,699 △130,994
    流動資産合計 1,778,179 1,158,59
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物及び構築物 ※2 2,465,644 ※2 1,854,473
        減価償却累計額 △524,268 △450,599
        建物及び構築物（純額） 1,941,375 1,403,874
      機械装置及び運搬具 61,088 58,985
        減価償却累計額 △38,196 △43,353
        機械装置及び運搬具（純額） 22,892 15,631
     土地 ※2 6,933,652 ※2 6,600,268
     その他 14,542 14,733
        減価償却累計額 △13,130 △13,549
        その他（純額） 1,412 1,184
      有形固定資産合計 8,899,332 8,020,958
    無形固定資産 
      のれん 3,323,965 3,139,267
      その他 1,322 1,147
      無形固定資産合計 3,325,288 3,140,41
    投資そ他の資産 
     投資有価証券 ※1, ※2 33,075 ※1 3,313
     長期貸付金 3,442,191 2,521,038
      破産更生債権等 1,999,531 1,994,459
      長期未収入金 1,110,943 307,998
      その他 ※2 146,561 ※2 133,683
      貸倒引当金 △2,891,255 △2,100,770
      投資その他の資産合計 3,841,047 2,89,722
   固定資産合計 16,065,668 14,021,095
  資産合計 17,843,848 15179,625
          
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

(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) 

負債の部 
  流動負債 
    短期借入金 ※2 14,845,843 ※2 9,393,749
    未払金 2,896,493 2,877,327
    未払法人税等 28,24 34,71
    預り金 17,008 16,512
    その他 415,317 612,939
    流動負債合計 18,202,907 12,935,248
  固定負債 
    長期借入金 ※2 1,206,281 ※2 1,354,412
    債務保証損失引当金 475,015 475,015
    その他 90,677 81,955
    固定負債合計 1,771,974 1,911,382
  負債合計 19,974,882 14,846,630

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,819,805 3,017,429
   資本剰余金 2,800,472 2,998,097
    利益剰余金 △7,755,417 △5,681,584
    自己株式 △947 △947
    株主資本合計 △2,136,088 332,995
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 5,054 －
    その他の包括利益累計額合計 5,054 －
  純資産合計 △2,131,033 332995

負債純資産合計 17,843,848 15,179,625
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【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 ※2 75,590 16,189
    受取手形及び売掛金 ※2 108,463 60,039
    短期貸付金 174,593 273,172
    未収入金 ,279,885 679,216
   立替金 25,783 18,659
   その他 134,563 242,247
    貸倒引当金 △20,699 △130,994
    流動資産合計 1,778,179 1,158,529
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物及び構築物 ※2 2,465,644 ※2 1,854,473
        減価償却累計額 △524,268 △450,599
        建物及び構築物（純額） 1,941375 1,403,874
     機械装置及び運搬具 61,088 58,985
        減価償却累計額 △38,196 △43,353
        機械装置及び運搬具（純額） 22,892 15,631
      土地 ※2 8,465,108 ※2 8,131,724
      その他 14,542 14,733
        減価償却累計額 △13,130 △13,549
        その他（純額） 1,412 1,184
      有形固定資合計 10,430,789 9,552,414
    無形固定資産 
      のれん 1,744,204 1,638,495
      その他 1,322 1,147
      無形固定資産合計 1,745,527 1,639,642
    投資その他の資産 
      投資有価証券 ※1, ※2 33,075 ※1 3,313
      長期貸付金 3,442,191 2,521,038
      破産更生債権等 1,999,531 1,994,459
      長未収入金 1,110,943 307,998
      その他 ※2 146,561 ※2 133,683
      貸倒引当金 △2,891,255 △2,100,770
      投資その他の資産合計 3,841,047 2,859,722
    固定資産合計 16,017,364 14,051,779
  資産合計 17,795,544 15,210,309
          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(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) 

負債の部 
  流動負債 
    短期借入金 ※2 14,845,843 ※2 9,393,749
    未払金 2,896,493 2,877,327
    未払法人税等 28,244 34,719
    預り金 17,008 16,512
    その他 415,317 612,939
    流動負債合計 18,202,907 12,935,248
  固定負債 
    長期借入金 ※2 1,20,281 ※21,354,412
   債務保証損失引当金 475,015 475,015
    その他 90,677 81,955
    固定負債合計 1,771,974 1,911,382
  負債合計 19,974,882 14,846,630

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,819,805 3,017,429
    資本剰余金 2,800,472 2,998,097
    利益剰余金 △7,803,722 △5,650,900
    自株式 △947 △947
    株主資本合計 △2,184,392 363,678
 その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 5,054 －
    その他の包括利益累計額合計 5,054 －
  純資産合計 △2,179,338 363,678

負債純資産合計 17,795,544 15,210,309
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（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） 

【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3年３月31日) 

売上高 1,074,441 388,887

売上原価 532,045 188,380

売上総利益 542,395 200,507

販売費及び一般管理費 ※1 854,604 ※1 709,361

営業損失（△） △312,208 △508,854

営業外収益 
  受取利息 12,320 73,550
  受取配当金 331 20
  受取賃貸料 5322 1,633
  負ののれん償却額 91,435 －
  その他 52,984 20,659
  営業外収益合計 162,395 95,863

営業外費用 
  支払利息 263,096 194,942
  支払手数料 28,265 9,945
  持分法による投資損失 16,826 －
  株式交付費 44,166 5,088
  遅延損害金 812,317 208,684
  その他 39,379 55,495
  営業外費用合計 1,204,051 74,156

経常損失（△） △1,353,865 △887,146

特別利益 
  貸倒引当金戻入額 － 721,307
  固定資産売却益 ※2 13,135 ※2 10,383
  投資有価証券売却益 1,131 4,083
  関係会社株式売却益 102,070 －
  事業譲渡益 192,790 －
  債務保証損失引当金戻入額 146,643 －
  債務免除益 － 1,025,326
  損害賠償金収入 － 1,221,419
  遅延損害金戻入益 － 308,66
  その他 1,453 6,263
  特別利益合計 457,224 3427,430

特別損失 
  固定資産売却損 ※3 452,858 ※3 243,185
  固定資産除却損 ※4 875 ※4 5,183
  投資有価証券売却損 4,569 230
  投資有価証券評価損 21,750 －
  関係会社株式売却損 88,227 －
  債務保証損失引当金繰入額 7,212 －
  貸倒引当金繰入額 726,051 －
  減損損失 ※5 946,956 ※5214,151
  その他 16,138 －



 

 

  特別損失合計 2,264,640 462,751
    
 



 

 

(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) 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△3,161,281 2,077,532

法人税、住民税及び事業税 8,635 3,698

法人税等還付税額 △26,314 －

法人税等合計 △17,69 3,98

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,073,833

少数株主利益 2,509 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,146,111 2,073,833
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【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) 

売上高 1,074,441 388,887

売上原価 53,045 188,380

売上総利益 542,395 200,507

販売費及び般管理費 ※1 854,604 ※1 630,373

営業損失（△） △312,208 △429,866

営業外収益 
  受取利息 12,320 73,550
  受取配当金 331 20
  受取賃貸料 5,322 1,633
  負ののれん償却額 91,435 －
  その他 52,984 20,659
  営業外収益合計 162,395 95,863

営業外費用 
  支払利息 23,096 194,942
  支払手数料 28,265 9,945
 持分法による投資損失 16,826 －
  株式交付費 44,166 5,088
  遅延損害金 812,317 208,684
  その他 39,379 55,495
  営業外費用合計 1,204,051 474,156

経常損失（△） △1,353,865 △808,158

特別利益 
  貸倒引当金戻入額 － 721,307
  固定資産売却益 ※2 13,135 ※2 10,383
  投資有価証券売却益 1,131 4,083
  関係会社株式売却益 102,070 －
  事業譲渡益 192,790 －
  債務保証損失引当金戻入額 146,643 －
  債務免除益 － 1,025,326
  損害賠償金収入 － 1,221,419
  遅延損害金戻入益 － 308,646
  その他 1,453 136,263
  特別利益合計 457,224 3,427,430

特別損失 
  固定資産売却損 ※3 452,858 ※3 243,185
  固定資産除却損 ※4 875 ※4 5,183
  投資有価証券売却損 4,569 230
  投資有価証券評価損 21,750 －
  関係会社株式売却損 88,227 －
  債務保証損失引当金繰入額 7,212 －
  貸倒引当金繰入額 726,051 －
  減損損失 ※5 946,956 ※5 214,151
  その他 16,138 －
  特別損失合計 2,264,640 462,751
    
 

 



 

 

 



 

 

(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) 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△3,161,281 2,156,520

法人税、住民税及び事業税 8,635 3,698

法人税等還付税額 △26,314 －

法人税等合計 △17,679 3,698

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,152,821

少数株主利益 2,509 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,146,111 2,152,821
  
 

 

 

 

 

（連結包括利益計算書） 

【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) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,073,833

その他の包括利益 
  その他有価証券評価差額金 － △5,054
  その他の包括利益合計 － ※2 △5,054

包括利益 － ※1 2,068,779

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 － 2,068,779
    
 

 

【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) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,152,821

その他の包括利益 
  その他有価証券評価差額金 － △5,054
  その他の包括利益合計 － ※2 △5,054

包括利益 － ※1 2,147,767

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 － 2,147,767
    
 

 

 

 

 

 



 

 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【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) 

株主資本 
  資本金 
    前期末残高 2,534,105 2,819,805
    当期変動額 
      新株の発行 285,700 197,624
      当期変動額合計 285,700 197,624
    当期末残高 2,819,805 3,017,429
  資本剰余金 
    前期末残高 2,514,772 2,800,472
    当期変動額 
      新株の発行 285,700 197,624
      当期変動額合計 285,700 197,624
    当期末残高 2,800,472 2,998,097
  利益剰余金 
    前期末残高 △4,608,640 △7,755,417
    当期変動額 
      当期純利益又は当期純損失（△） △3,146,111 2,073,833
      連結範囲変更による減少高 △666 －
      当期変動額合計 △3,146,777 2,073,833
    当期末残高 △7,755,417 △5,681,584
  自己株式 
    前期末残高 △947 △947
    当期変動額 
      当期変動額合計 － －
    当期末残高 △947 △947
  株主資本合計 
    前期末残高 439,289 △2,136,088
    当期変動額 
      新株の発行 571,400 395,249
      当期純利益又は当期純損失（△） △3,146,111 2,073,833
      連結範囲変更による減少高 △666 －
      当期変動額合計 △2,575,377 2,469,082
    当期末残高 △2,136,088 332,995
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

(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 
  その他有価証券評価差額金 
    前期末残高 △4,299 5,054
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,353 △5,054
      当期変動額合計 9,353 △5,054
    当期末残高 5,054 －
  その他の包括利益累計額合計 
    前期末残高 △4,299 5,054
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,353 △5,054
      当期変動額合計 9,353 △5,054
    当期末残高 5,054 －

少数株主持分 
  前期末残高 45,450
  当期変動額 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,450 －
    当期変動額合計 △45,450 －

純資産合計 
  前期末残高 480,440 △2,131,033
  当期変動額 
    新株の発行 571,400 395,249
    当期純利益又は当期純損失（△） △3,146,111 2,073,833
    連結範囲変更による減少高 △666 －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,097 △5,054
    当期変動額合計 △2,611,474 2,464,028
  当期末残高 △2,131,033 332,995
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【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) 

株主資本 
  資本金 
    前期末残高 2,534,105 2,819,805
    当期変動額 
      新株の発行 285,700 197,624
      当期変動額合計 285,700 197,624
    当期末残高 2,819,805 3,017,429
  資本剰余金 
    前期末残高 2,514,772 2,800,472
    当期変動額 
      新株の発行 285,700 197,624
      当期変動額合計 285,700 197,624
    当期末残高 2,800,472 2,998,097
  利益剰余金 
    前期末残高 △4,608,640 △7,803,722
    当期変動額 
      当期純利益又は当期純損失（△） △3,146,111 2,152,821
      連結範囲変更による減少高 △48,970 －
      当期変動額合計 △3,195,081 2,152,821
    当期末残高 △7,803,722 △5,650,900
  自己株式 
    前期末残高 △947 △947
    当期変動額 
      当期変動額合計 － －
    当期末残高 △947 △947
  株主資本合計 
    前期末残高 439,289 △2,184,392
    当期変動額 
      新株の発行 571,400 395,249
      当期純利益又は当期純損失（△） △3,146,111 2,152,821
      連結範囲変更による減少高 △48,970 －
      当期変動額合計 △2,623,681 2,548,071
    当期末残高 △2,184,392 363,678
        

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

(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 
  その他有価証券評価差額金 
    前期末残高 △4,299 5,054
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,353 △5,054
      当期変動額合計 9,353 △5,054
    当期末残高 5,054 －
  その他の包括利益累計額合計 
    前期末残高 △4,299 5,054
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,353 △5,054
      当期変動額合計 9,353 △5,054
    当期末残高 5,054 －

少数株主持分 
  前期末残高 45,450
  当期変動額 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,450 －
    当期変動額合計 △45,450 －

純資産合計 
  前期末残高 480,440 △2,179,338
  当期変動額 
    新株の発行 571,400 395,249
    当期純利益又は当期純損失（△） △3,146,111 2,152,821
    連結範囲変更による減少高 △48,970 －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,097 △5,054
    当期変動額合計 △2,659,778 2,543,016
  当期末残高 △2,179,338 363,678
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

【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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期

純損失（△） 
△3,161,281 2,077,532

  減価償却費 106,425 69,005
  のれん及び負ののれん償却額 18,529 184,697
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 763,918 △680,189
  賞与引当金の増減額（△は減少） △1,453 －
  受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,896 －
  受取利息及び受取配当金 △12,651 △73,571
  支払利息 263,096 194,942
  固定資産売却損益（△は益） 439,723 232,802
  固定資産除却損 875 5,183
  減損損失 946,956 214,151
  投資有価証券評価損益（△は益） 21,750 －
  投資有価証券売却損益（△は益） 3,437 △2,375
  関係会社株式売却損益（△は益） △13,842 －
  債務免除益 － △1,025,326
  遅延損害金 799,824 208,684
  遅延損害金戻入益 － △308,646
  損害賠償金収入 － △1,221,419
  債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △138,984 －
  事業譲渡損益（△は益） △192,790 －
  前渡金の増減額（△は増加） △20,695 －
  持分法による投資損益（△は益） 16,826 －
  売上債権の増減額（△は増加） 587,342 △3,992
  未成業務・工事支出金の増減額（△は増加） 37,773 －
  その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 38,036 －
  長期未収入金の増減額（△は増加） － 1,516,927
  仕入債務の増減額（△は減少） 76,076 34,261
  未払消費税等の増減額（△は減少） 24,093 △10,814
  未成業務・工事受入金等の増減額（△は減少） △26,757 －
  その他 △421,834 △324,291
  小計 156,288 1,087,561
  利息及び配当金の受取額 11,387 27,736
  利息の支払額 △31,888 7,919
  法人税等の支払額 △15,555 2,776
  営業活動によるキャッシュ・フロー 120,232 1,125,994
    

  

 

 

 

 



 

 

 

【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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期

純損失（△） 
△3,161,281 2,156,520

  減価償却費 106,425 69,005
  のれん及び負ののれん償却額 18,529 105,709
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 763,918 △680,189
  賞与引当金の増減額（△は減少） △1,453 －
  受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,896 －
  受取利息及び受取配当金 △12,651 △73,571
  支払利息 263,096 194,942
  固定資産売却損益（△は益） 439,723 232,802
  固定資産除却損 875 5,183
  減損損失 946,956 214,151
  投資有価証券評価損益（△は益） 21,750 －
  投資有価証券売却損益（△は益） 3,437 △2,375
  関係会社株式売却損益（△は益） △13,842 －
  債務免除益 － △1,025,326
  遅延損害金 799,824 208,684
  遅延損害金戻入益 － △308,646
  損害賠償金収入 － △1,221,419
  債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △138,984 －
  事業譲渡損益（△は益） △192,790 －
  前渡金の増減額（△は増加） △20,695 －
  持分法による投資損益（△は益） 16,826 －
  売上債権の増減額（△は増加） 587,342 △3,992
  未成業務・工事支出金の増減額（△は増加） 37,773 －
  その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 38,036 －
  長期未収入金の増減額（△は増加） － 1,516,927
  仕入債務の増減額（△は減少） 76,076 34,261
  未払消費税等の増減額（△は減少） 24,093 △10,814
  未成業務・工事受入金等の増減額（△は減少） △26,757 －
  その他 △421,834 △324,291
  小計 156,288 1,087,561
  利息及び配当金の受取額 11,387 27,736
  利息の支払額 △31,888 7,919
  法人税等の支払額 △15,555 2,776
  営業活動によるキャッシュ・フロー 120,232 1,125,994
    

  

 

 

 

 

 



 

 

 

【17P】 

(5）継続企業の前提に関する注記 

【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） 

〈前略〉 

また、当連結会計年度においても世界的な金融危機の影

響は根強く、一部企業の収益改善は見受けられるものの、

企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等引き続き厳

しい状況で推移しております。民間設備投資の慎重姿勢や

公共投資の縮小継続など、当社グループの事業環境は依然

として厳しい状況が続き、営業損失312百万円、経常損失

1,353百万円、当期純損失3,146百万円を計上し、純資産合

計は2,131百万円の債務超過状況となりました。当該状況

により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しております。 

〈後略〉 

当社グループは、当連結会計年度において2,073百万

円の純利益を計上し、債務超過の状態を解消いたしまし

たが、前連結会計年度において312百万円の営業損失及

び1,353百万円の経常損失を計上し、当連結会計年度に

おいても508百万円の営業損失及び887百万円の経常損

失を計上することとなりました。また、資金調達面につ

いても、当社グループへの与信の低下により資金調達が

困難な状況が続いており、平成20年９月以降、金融機関

への元利金の弁済をほぼ凍結しております。 

〈後略〉 

 

【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） 

〈前略〉 

また、当連結会計年度においても世界的な金融危機の影

響は根強く、一部企業の収益改善は見受けられるものの、

企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等引き続き厳

しい状況で推移しております。民間設備投資の慎重姿勢や

公共投資の縮小継続など、当社グループの事業環境は依然

として厳しい状況が続き、営業損失312百万円、経常損失

1,353百万円、当期純損失3,146百万円を計上し、純資産合

計は2,179百万円の債務超過状況となりました。当該状況

により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しております。 

〈後略〉 

当社グループは、当連結会計年度において2,152百万

円の純利益を計上し、債務超過の状態を解消いたしまし

たが、前連結会計年度において312百万円の営業損失及

び1,353百万円の経常損失を計上し、当連結会計年度に

おいても429百万円の営業損失及び808百万円の経常損

失を計上することとなりました。また、資金調達面につ

いても、当社グループへの与信の低下により資金調達が

困難な状況が続いており、平成20年９月以降、金融機関

への元利金の弁済をほぼ凍結しております。 

〈後略〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【17P】 

(10）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） 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産並びに担保付債務は、次のと

おりであります。 

(1) 担保資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産並びに担保付債務は、次のと

おりであります。 

(1) 担保資産 

現金及び預金（定期預金） 7,541千円

受取手形 20,000千円

建物及び構築物 1,842,968千円

土地 6,903,652千円

投資有価証券 591千円

投資その他の資産のその他（投

資不動産） 
30,000千円

計 8,804,753千円
  

建物及び構築物 1,346,477千円

土地 1,807,400千円

関係会社株式 1,903,185千円

投資その他の資産のその他（投

資不動産） 
15,000千円

計 5,072,063千円
  

(2) 担保付債務 (2) 担保付債務 

短期借入金 6,911,001千円

長期借入金 527,748千円

計 7,438,749千円
  

短期借入金 5,179,707千円

長期借入金 520,377千円

計 5,700,084千円

〈後略〉 〈後略〉 

 

【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） 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産並びに担保付債務は、次のと

おりであります。 

(1) 担保資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産並びに担保付債務は、次のと

おりであります。 

(1) 担保資産 

現金及び預金（定期預金） 7,541千円

受取手形 20,000千円

建物及び構築物 1,842,968千円

土地 8,435,108千円

投資有価証券 591千円

投資その他の資産のその他（投

資不動産） 
30,000千円

計 8,804,753千円
  

建物及び構築物 1,408,587千円

土地 8,102,516千円

投資その他の資産のその他（投

資不動産） 
15,000千円

計 7,994,648千円
  

(2) 担保付債務 (2) 担保付債務 

短期借入金 6,911,001千円

長期借入金 527,748千円

計 7,438,749千円
  

短期借入金 5,273,802千円

長期借入金 520,377千円

計 5,794,179千円

〈後略〉 〈後略〉 

 

 

 



 

 

 

 

 

【26P】 

（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．販売費及び一般管理費のうち、主要な科目及び金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な科目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬 110,757千円

給与手当 58,859千円

租税公課 79,589千円

支払手数料 236,974千円

のれん償却費 109,964千円

貸倒引当金繰入額 73,471千円
    

支払手数料 166,982千円

のれん償却費 184,697千円

貸倒引当金繰入額 105,971千円
   

【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．販売費及び一般管理費のうち、主要な科目及び金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な科目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬 110,757千円

給与手当 58,859千円

租税公課 79,589千円

支払手数料 236,974千円

のれん償却費 109,964千円

貸倒引当金繰入額 73,471千円
    

支払手数料 166,982千円

のれん償却費 105,709千円

貸倒引当金繰入額 105,971千円
   

 

 

【31P】 

（セグメント情報等） 

a．セグメント情報 

Ⅱ．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） 

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】 

 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  
調整額  合計 

不動産事業 金融事業 産廃事業 計  

売上高              

 外部顧客に対する売上高   131,921 31,011 225,954 388,887  － 388,887

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  
 －  － － － － －

計  131,921 31,011 225,954 388,887  － 388,887

セグメント損失（△）  △30,546 △342,661 △45,056 △418,263 △90,590 △508,854

セグメント資産 7,539,290 1,123,301 3,279,545 11,942,137 3,237,359 15,179,496



 

 

その他   

 減価償却費 38,818 － 12,253 51,071 17,933 69,005

 有形固定資産及び無形固定 

 資産の増加額 
－ － － － － －

 

【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  
調整額  合計 

不動産事業 金融事業 産廃事業 計  

売上高              

 外部顧客に対する売上高   131,921 31,011 225,954 388,887  － 388,887

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  
 －  － － － － －

計  131,921 31,011 225,954 388,887  － 388,887

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△）  
48,441 △342,661 △45,056 △339,275 △90,590 △429,866

セグメント資産 7,569,974 1,123,301 3,279,545 11,972,820 3,237,359 15,210,309

その他   

 減価償却費 38,818 － 12,253 51,071 17,933 69,005

 有形固定資産及び無形固定 

 資産の増加額 
－ － － － － －

 

 

 

 

【32P】 

d．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

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） 

【訂正前】 

  不動産事業 金融事業 産廃事業 全社及び消去 合計  

 当期償却額 78,988 － 105,709 － 184,697

 当期末残高 1,500,772 － 1,638,495 － 3,139,267

【訂正後】 

  不動産事業 金融事業 産廃事業 全社及び消去 合計  

 当期償却額 － － 105,709 － 105,709

 当期末残高 － － 1,638,495 － 1,638,495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【33P】 

（１株当たり情報） 

【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株当たり純資産額  △39円56銭

１株当たり当期純損失  82円17銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額  2円63銭

１株当たり当期純利益  29円77銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  
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） 

 当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △3,146,111 2,073,833 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
△3,146,111 2,073,833 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 38,288     69,657 

【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株当たり純資産額  △40円45銭

１株当たり当期純損失  82円17銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額  2円87銭

１株当たり当期純利益  30円91銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  
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） 

 当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △3,146,111 2,152,821 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
△3,146,111 2,152,821 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 38,288     69,657 

 

以上 

 


