
 

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月期第１四半期決算短信」の一部訂正につい

て 

 

平成22年８月13日に発表いたしました「平成23年３月期第１四半期決算短信」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月期第１四半期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年６月 30 日） 

（１）連結経営成績（累計）                  

【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 四半期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 94 △64.2 △222 － △507 － △488 －

22年３月期第１四半期 262 △95.7 △174 － △387 － △221 －

 



 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり 

四半期純利益 

 円 銭 円 銭

23年３月期第１四半期 △9 06 －

22年３月期第１四半期 △8 14 －

 

【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 四半期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 94 △64.2 △203 － △487 － △468 －

22年３月期第１四半期 262 △95.7 △174 － △387 － △221 －

 

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり 

四半期純利益 

 円 銭 円 銭

23年３月期第１四半期 △8 70 －

22年３月期第１四半期 △8 14 －

 

（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月期第１四半期 17,303 △2,623 － △48 69

22年３月期 17,843 △2,131 － △39 56

（参考）自己資本    23年３月期第１四半期 △2,624百万円  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月期第１四半期 17,275 △2,651 － △49 22

22年３月期 17,795 △2,179 － △40 45

（参考）自己資本    23年３月期第１四半期 △2,652百万円  22年３月期 △2,184百万円 

 



【２P】 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

【訂正前】 

その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は94百万円（前年同四半期比64.2％減）、営業

損失は222百万円（前年同四半期は174百万円の損失）、経常損失は507百万円（前年同四半期は387百万円

の損失）、四半期純損失は488百万円（前年同四半期は221百万円の損失）となり、純資産合計は2,623百万

円の債務超過となりました。 

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賃貸による家賃

収入等であります。売上高38百万円（前年同四半期比9.5％増）営業損失8百万円（前年同四半期は34百万

円の損失）となりました。 

【訂正後】 

その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は94百万円（前年同四半期比64.2％減）、営業

損失は203百万円（前年同四半期は174百万円の損失）、経常損失は487百万円（前年同四半期は387百万円

の損失）、四半期純損失は468百万円（前年同四半期は221百万円の損失）となり、純資産合計は2,651百万

円の債務超過となりました。 

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賃貸による家賃

収入等であります。売上高38百万円（前年同四半期比9.5％増）営業利益11百万円（前年同四半期は34百万

円の損失）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

【訂正前】 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産が80百万円増加したものの、長期未収入金の回収等

により固定資産が620百万円減少したことにより、前連結会計年度末比540百万円減少の17,303百万円とな

りました。 

流動負債は、短期借入金は減少しましたが、未払金等が増加し76百万円の減少となり、固定負債は、長

期借入金等が増加し28百万円の増加となり、負債合計は前連結会計年度末比48百万円減少の19,926百万円

となりました。 

純資産合計は、四半期純損失488百万円を計上し利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末

比492百万円減少の2,623百万円の債務超過となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 



当第１四半期連結会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、

８百万円増加（前年同四半期18百万円の減少）し、35百万円となりました。 

キャッシュ・フローの区分別の概要は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は447百万円（前年同四半期は425百万円の獲得）となりました。これは、税

金等調整前四半期純損失488百万円を計上しましたが、長期未収入金の回収が順調に進んだことによるもの

です。 

（後略） 

【訂正後】 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産が80百万円増加したものの、長期未収入金の回収等

により固定資産が601百万円減少したことにより、前連結会計年度末比520百万円減少の17,275百万円とな

りました。 

流動負債は、短期借入金は減少しましたが、未払金等が増加し76百万円の減少となり、固定負債は、長

期借入金等が増加し28百万円の増加となり、負債合計は前連結会計年度末比48百万円減少の19,926百万円

となりました。 

純資産合計は、四半期純損失468百万円を計上し利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末

比472百万円減少の2,651百万円の債務超過となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、

８百万円増加（前年同四半期18百万円の減少）し、35百万円となりました。 

キャッシュ・フローの区分別の概要は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は447百万円（前年同四半期は425百万円の獲得）となりました。これは、税

金等調整前四半期純損失468百万円を計上しましたが、長期未収入金の回収が順調に進んだことによるもの

です。 

（後略） 

 

【３P】 

２．その他の情報 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

【訂正前】 

当社グループは、前連結会計年度において、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。当第１四半期連結累計期間にお

いても営業損失222百万円、経常損失507百万円、四半期純損失488百万円を計上し、純資産は2,623百万円

の債務超過状況となっております。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） 

 

【訂正後】 

当社グループは、前連結会計年度において、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。当第１四半期連結累計期間にお

いても営業損失203百万円、経常損失487百万円、四半期純損失468百万円を計上し、純資産は2,651百万円

の債務超過状況となっております。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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【４P】 

３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

【訂正前】 

（単位：千円）

        当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金預金 43,416 75,590

    受取手形・成業務未収入金及び完

成工事未収入金等 
78,434 108,463

    短期貸付金 263,116 174,593
    その他 1,501,238 1,440,231
    貸倒引当金 △27,356 △20,699
    流動資産合計 1,858,849 1,778,179
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物・構築物（純額） 1,924,297 1,941,375
      機械・運搬具（純額） 21,089 22,892
     土地 6,890,435 6,933,652
      その他（純額） 1,323 1,412
      有形固定資産計 ※1 8,837,146 ※1 8,899,332
    無形固定資産 
      のれん 3,277,791 3,323,965
      その他 1,278 1,322
      無形固定資産計 3,279,069 3,325,288
    投資その他の資産 
      長期貸付金 3,225,361 3,442,191
      破債権、更生債権等 2,259,047 1,999,531
      その他 721,104 1,290,580
      貸倒引当金 △2,876,932 △2,891,255
      投資その他の資産計 3,328,581 3,841,047
    固定資産合計 15,444,797 16,065,668
  資産合計 17,303,647 17,843,848
        
 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

      当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部 
  流動負債 
    短期借入金 14,333,418 14,845,843
    未払金 3,108,384 2,896,493
    未払法人税等 26,282 28,244
    その他 657,864 432,326
   流動負債合計 18,125,949 18,202,907
  固定負債 
    長期借入金 1,235,994 1,206,281
    債務保証損失引当金 475,015 475,015
    その他 89,910 90,677
    固定負債合計 1,800,920 1,771,974
  負債合計 19,926,870 19,974,882

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,819,805 2,819,805
    資本剰余金 2,800,472 2,800,472
    利益剰余金 △8,243,740 △7,755,417
    自己株式 △947 △947
    株主資本合計 △2,624,411 △2,136,088
  評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 1,188 5054
    評価・換算差額等合計 1,188 5,054
  純資産合計 △2,623,223 △2,131,033

負債純資産合計 17,303,647 17,843,848
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

（単位：千円）

        当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金預金 43,416 75,590

    受取手形・完成業務未収入金及び

完成工事未収入金等 
78,434 108,463

    短期貸付金 263,116 174,593
    その他 1,501,238 1,440,231
   貸倒引当金 △27,356 △20,699
    流動資産合計 1,858,849 1,778,179
  固定資産 
    有形固定資産 
     建物・構築物（純額） 1,924,297 1,941,375
      機械・運搬具（純額） 21,089 22,892
      土地 8,421,892 8,465,108
      その他（純額） 1,323 1,412
      有形固定資産計 ※1 10,368,602 ※1 10,430,789
    無形固定資産 
      のれん 1,717,777 1,744,204
      その他 1,278 1,322
      無形固定資産計 1,719,056 1,745,527
    投資その他の資産 
      長期貸付金 3,225,361 3,442,191
      破産債権、更生債権等 2,259,047 1,999,531
      その他 721,104 1,290,580
      貸倒引当金 △2,876,932 △2,891,255
      投資その他の資産計 3,328,581 3,841,047
    固定資産合計 15,416,240 16,017,364
  資産合計 17,275,090 17,795,544
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

      当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部 
  流動負債 
    短期借入金 14,333,418 14,845,843
    未払金 3,108,384 2,896,493
    未払法人税等 26,282 28,244
    その他 657,864 432,326
    流動負債合計 18,125,949 18,202,907
  固定負債 
    長期借入金 1,235,994 1,206,281
    債務保証損失引当金 475,015 475,015
    その他 89,910 90,677
    固定負債合計 1,800,920 1,771,974
  負債合計 19,926,870 19,974,882

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,819,805 2,819,805
    資本剰余金 2,800,472 2,800,472
    利益剰余金 △8,272,298 △7,803,722
    自己株式 △947 △947
    株主資本合計 △2,652,968 △2,184,392
  評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 1,188 5,054
    評価・換算差額等合計 1,188 5,054
 純資産合計 △2,651,780 △2,179,338

負債純資産合計 17,275,090 17,795,544
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）四半期連結損益計算書 

【訂正前】 

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 262,518 94,084

売上原価 185,111 59,459

売上総利益 77,407 34,625

販売費及び一般管理費 ※ 251,998 ※ 257,551

営業損失（△） △174,591 △222,926

営業外収益 
  受取利息 8,017 669
  負ののれん償却額 30,478 －
  その他 33,785 5,829
  営業外収益合計 72,281 6,498

営業外費用 
  支払利息 39,064 57,184
  貸倒引当金繰入額 22,493 －
  持分法による投資損失 15,947 －
  遅延損害金 202,219 208,288
  その他 5,126 25,392
  営業外費用合計 284,851 290,865

経常損失（△） △387,161 △507,293

特別利益 
  投資有価証券売却益 1,131 2,605
  関係会社株式売却益 66,051 －
  貸倒引当金戻入額 225,524 39,281
  債務保証損失引当金戻入額 75,769 －
  固定資産売却益 － 7,524
  特別利益合計 368,477 49,411

特別損失 
  投資有価証券売却損 0 －
  関係会社株式売却損 15,518 －
  貸倒引当金繰入額 15,268 －
  固定資産売却損 177,081 10,420
  固定資産除却損 575 －
  減損損失 － 20,000
  その他 3,867 －
  特別損失合計 212,310 30,420

税金等調整前四半期純損失（△） △230,994 △488,302

法人税、住民税及び事業税 439 20

法人税等合計 439 20

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △488,323

少数株主損失（△） △9,483 －

四半期純損失（△） △221,950 △488,323
    
 



【訂正後】 

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 262,518 94,084

売上原価 185,111 59,459

売上総利益 77,407 34,625

販売費及び一般管理費 ※ 251,998 ※ 237,804

営業損失（△） △174,591 △203,179

営業外収益 
  受取利息 8,017 669
  負ののれん償却額 30,478 －
  その他 33,785 5,829
  営業外収益合計 72,281 6,498

営業外費用 
  支払利息 39,064 57,184
  貸倒引当金繰入額 22,493 －
  持分法による投資損失 15,947 －
  遅延損害金 202,219 208,288
  その他 5,126 25,392
  営業外費用合計 284,851 290,865

経常損失（△） △387,161 △487,546

特別利益 
  投資有価証券売却益 1,131 2,605
  関係会社株式売却益 66,051 －
  貸倒引当金戻入額 225,524 39,281
  債務保証損失引当金戻入額 75,769 －
  固定資産売却益 － 7,524
  特別利益合計 368,477 49,411

特別損失 
  投資有価証券売却損 0 －
  関係会社株式売却損 15,518 －
  貸倒引当金繰入額 15,268 －
  固定資産売却損 177,081 10,420
  固定資産除却損 575 －
  減損損失 － 20,000
  その他 3,867 －
  特別損失合計 212,310 30,420

税金等調整前四半期純損失（△） △230,994 △468,555

法人税、住民税及び事業税 439 20

法人税等合計 439 20

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △468,576

少数株主損失（△） △9,483 －

四半期純損失（△） △221,950 △468,576
    
 

 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  税金等調整前四半期純損失（△） △230,994 △488,302
  減価償却費 28,144 18,580
  減損損失 － 20,000
  のれん償却額 △2,987 46,174
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △151,270 △7,666

  債務保証損失引当金の増減額（△は減

少） 
△75,769 －

  受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,149 －
  受取利息及び受取配当金 △8,052 △689
  支払利息 39,064 57,184
  固定資産売却損益（△は益） 177,081 2,895
  固定資産除却損 575 －
  遅延損害金 202,219 208,288
  投資有価証券売却損益（△は益） △1,131 △2,605
  関係会社株式売却損益（△は益） △50,533 －
  持分法による投資損益（△は益） 15,947 －
  売上債権の増減額（△は増加） 206,147 20,500

  未成業務支出金及び未成工事支出金

の増減額（△は増加） 
△13,763 －

  たな卸資産の増減額（△は増加） 38,036 －
  仕入債務の増減額（△は減少） 21,314 16,826

  未成業務受入金及び未成工事受入金

の増減額（△は減少） 
△88 －

  その他 240,263 564,398
  小計 435,353 455,584
  利息及び配当金の受取額 2,823 307
  利息の支払額 △5,182 △6,085
  法人税等の支払額 △7,551 △1,983
  営業活動によるキャッシュ・フロー 425,443 447,824
    

  

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  税金等調整前四半期純損失（△） △230,994 △468,555
  減価償却費 28,144 18,580
  減損損失 － 20,000
  のれん償却額 △2,987 26,427
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △151,270 △7,666

  債務保証損失引当金の増減額（△は減

少） 
△75,769 －

  受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,149 －
  受取利息及び受取配当金 △8,052 △689
  支払利息 39,064 57,184
  固定資産売却損益（△は益） 177,081 2,895
  固定資産除却損 575 －
  遅延損害金 202,219 208,288
  投資有価証券売却損益（△は益） △1,131 △2,605
  関係会社株式売却損益（△は益） △50,533 －
  持分法による投資損益（△は益） 15,947 －
  売上債権の増減額（△は増加） 206,147 20,500

  未成業務支出金及び未成工事支出金

の増減額（△は増加） 
△13,763 －

  たな卸資産の増減額（△は増加） 38,036 －
  仕入債務の増減額（△は減少） 21,314 16,826

  未成業務受入金及び未成工事受入金

の増減額（△は減少） 
△88 －

  その他 240,263 564,398
  小計 435,353 455,584
  利息及び配当金の受取額 2,823 307
  利息の支払額 △5,182 △6,085
  法人税等の支払額 △7,551 △1,983
  営業活動によるキャッシュ・フロー 425,443 447,824
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【９P】 

（４）継続企業の前提に関する注記 

【訂正前】 

当社グループは、前連結会計年度において、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。当第１四半期連結累計期間にお

いても営業損失222百万円、経常損失507百万円、四半期純損失488百万円を計上し、純資産は2,623百万円

の債務超過状況となっております。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） 

【訂正後】 

当社グループは、前連結会計年度において、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。当第１四半期連結累計期間にお

いても営業損失203百万円、経常損失487百万円、四半期純損失468百万円を計上し、純資産は2,651百万円

の債務超過状況となっております。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） 

 

【11P】 

（５）セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

【訂正前】 

（前略） 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

                                 （単位 千円） 

  

報告セグメント  

調整額  

四半期連結

損益計算書

計上額 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 38,993 3,015 52,075 94,084 － 94,084 

 セグメント間の内部売上

高又は振替高  
－ － － － － － 

 計 38,993 3,015 52,075 94,084 － 94,084 

 セグメント損失(△) △8,481 △59,251 △21,320 △89,053 △133,872 △222,926 

〈後略〉 

 



【訂正後】 

（前略） 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

                                 （単位 千円） 

  

報告セグメント  

調整額  

四半期連結

損益計算書

計上額 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 38,993 3,015 52,075 94,084 － 94,084 

 セグメント間の内部売上

高又は振替高  
－ － － － － － 

 計 38,993 3,015 52,075 94,084 － 94,084 

 セグメント損失(△) 11,265 △59,251 △21,320 △69,306 △133,872 △203,179 

 

以上 

 


