
 

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３四半期決算短信」の一部訂正につい

て 

 

平成22年11月12日に発表いたしました「平成23年３月期第３四半期決算短信」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３四半期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年 12 月 31 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３四半期 285 △63.5 △394 － △794 － 862 －

22年３月期第３四半期 783 △96.4 △199 － △918 － △2,967 －

 



 
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３四半期 14 .63 13 .95 

22年３月期第３四半期 △87 .07 －  

 

【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３四半期 285 △63.5 △335 － △735 － 922 －

22年３月期第３四半期 783 △96.4 △199 － △918 － △2,967 －

 

 
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３四半期 15 .63 14 .90 

22年３月期第３四半期 △87 .07 －  

 

（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２四半期 15,767 △1,085 － △12 .32

22年３月期 17,843 △2,131 － △39 .56

（参考）自己資本    23年３月期第２四半期 △1,087百万円  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２四半期 15,778 △1,074 － △12 .20

22年３月期 17,795 △2,179 － △40 .45

（参考）自己資本    23年３月期第２四半期 △1,076百万円  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】 

（前略） 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は285百万円（前年同四半期比63.5％減）、営業

損失は394百万円（前年同四半期は199百万円の損失）、経常損失は794百万円（前年同四半期は918百万円

の損失）、訴訟の和解による特別利益等、特別利益を1,717百万円、特別損失57百万円を計上し、四半期純

利益は862百万円（前年同四半期は2,967百万円の損失）となりました。純資産合計は、四半期純利益を計

上したことや第三者割当増資による資本増強により、前連結会計年度の2,131百万円の債務超過より1,045

百万円増加しましたが、1,085百万円の債務超過となりました。 

セグメント別の業績は概ね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101百万円（前年同四半期比27.4％減）営業損失26百万円（前年同四半期は35

百万円の損失）となりました。 

（後略） 

 

【訂正後】 

（前略） 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は285百万円（前年同四半期比63.5％減）、営業

損失は335百万円（前年同四半期は199百万円の損失）、経常損失は735百万円（前年同四半期は918百万円

の損失）、訴訟の和解による特別利益等、特別利益を1,717百万円、特別損失57百万円を計上し、四半期純

利益は922百万円（前年同四半期は2,967百万円の損失）となりました。純資産合計は、四半期純利益を計

上したことや第三者割当増資による資本増強により、前連結会計年度の2,179百万円の債務超過より1,104

百万円増加しましたが、1,074百万円の債務超過となりました。 

セグメント別の業績は概ね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101百万円（前年同四半期比27.4％減）営業利益33百万円（前年同四半期は35

百万円の損失）となりました。 

（後略） 

 

（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３四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産が659百万円減少し、売却等による有形固定資産の減

少、長期貸付金及び長期未収入金の回収等により固定資産が1,416百万円減少したことにより、前連結会計

年度末比2,076百万円減少の15,767百万円となりました。 

流動負債は、和解による減額等、返済により短期借入金等は減少し、3,061百万円の減少となり、固定負

債は、長期借入金の返済等があり、60百万円の減少となり、負債合計は前連結会計年度末比3,121百万円減

少の16,853百万円となりました。 

純資産合計は、四半期純利益862百万円を計上し利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末

比1,045百万円増加しましたが、1,085百万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３四半期連結会計期間末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、19百万円増加（前年同四半期は76百万円の減少）し、47百万円となりました。 

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394百万円（前年同四半期は207百万円の獲得）となりました。これは、

税金等調整前四半期純利益865百万円を計上したこと等によるものです。 

（後略） 

 

【訂正後】 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産が659百万円減少し、売却等による有形固定資産の減

少、長期貸付金及び長期未収入金の回収等により固定資産が1,357百万円減少したことにより、前連結会計

年度末比2,016百万円減少の15,778百万円となりました。 

流動負債は、和解による減額等、返済により短期借入金等は減少し、3,061百万円の減少となり、固定負

債は、長期借入金の返済等があり、60百万円の減少となり、負債合計は前連結会計年度末比3,121百万円減

少の16,853百万円となりました。 

純資産合計は、四半期純利益922百万円を計上し利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末

比1,104百万円増加しましたが、1,074百万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３四半期連結会計期間末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、19百万円増加（前年同四半期は76百万円の減少）し、47百万円となりました。 

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394百万円（前年同四半期は207百万円の獲得）となりました。これは、

税金等調整前四半期純利益924百万円を計上したこと等によるものです。 

（後略） 

 



【４P】 

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３四半期連結累計期間においても営業損失394百万円、経常損失794百万円を計上し、訴訟の和解に

よる特別利益等の計上があり四半期純利益は862百万円を計上しました。 

純資産は、上記四半期純利益の計上、現物出資による増資及び新株予約権の行使等により前連結会計年

度より1,045百万円増加しましたが、1,085百万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３四半期連結累計期間においても営業損失335百万円、経常損失735百万円を計上し、訴訟の和解に

よる特別利益等の計上があり四半期純利益は922百万円を計上しました。 

純資産は、上記四半期純利益の計上、現物出資による増資及び新株予約権の行使等により前連結会計年

度より1,104百万円増加しましたが、1,074百万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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【５P】 

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３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31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 54,864 75,590

    受取手形・完成業務未収入金及び

完成事未収入金等 
50,706 108,463

    短期貸付金 219,595 174,593
    その他 801,288 1,440,231
    貸倒引当金 △8,025 △20,699
    流動資産合計 1,118,429 1,778,179
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物・構築物（純額） 1,695,294 1,941,375
      土地 6,784,062 6,933,652
      その他（純額） 1,922 24,304
      有形固定資産計 ※1 8,498,279 ※1 8,899,332
    無形固定資産 
      のれん 3,185,442 3,323,965
      その他 1,191 1,322
      無形固定資産計 3,186,633 3,325,288
    投資その他の資産 
      長期貸付金 2,965,764 3,442,191
      破産更生債権等 1,994,459 1,999,531
      その他 30,101 1,290,580
      貸倒引当金 △2,525,985 △2,891,255
      投資その他の資計 2,964,340 3,841,047
    固定資産合計 14,649,252 16,065,668
  資産合計 15,767,682 17,843,848
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

      当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31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 11,255,519 14,845,843
   未払法人税等 33,436 28,244
    未払金 3,278,966 2,896,493
    その他 573,685 432,326
    流動負債合計 15,141,608 18,202,907
  固定負債 
    長期借入金 1,154,368 1,206,281
    債務保証損失引当金 475,015 475,015
    その他 82,39 90,677
    固定負債合計 1,711,694 1,771,974
  負債合計 16,853,302 19,974,882

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,912,789 2,819,805
    資本剰余金 2,893,457 2,800,472
    利益剰余金 △6,892,653 △7,755,417
    自己株式 △947 △947
    株主資本合計 △1,087,353 △2,136,088
  評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 △186 5,054
    評価・換算差額等合計 △186 5,054
  新株予約権 1,920 －
  純資産合計 △1,085,620 △2,131,033

負債純資産合計 15,767,682 17,843,848
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

（単位：千円）

        当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31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 54,864 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 
50,706 108,463

    短期貸付金 219,595 174,593
    その他 801,288 1,440,231
    貸倒引当金 △8,025 △20,699
    流動資産合計 1,118,429 1,778,179
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物・構築物（純額） 1,695,294 1,91,375
      土地 8,315,518 8,465,108
      その他（純額） 18,922 24,304
      有形固定資産計 ※1 10,029,735 ※1 10,430,789
    無形固定資産 
      のれん 1,664,922 1,744,204
      その他 1,191 1,322
      無形固定資産計 1,666,113 1,745,527
    投資その他の資産 
      長期貸付金 2,965,764 3442,191
      破産更生債権等 1,994,459 1,999,531
      その他 530,101 1,290,580
      貸倒引当金 △2,525,985 △2,891,255
      投資その他の資産計 2,964,340 3,841,047
    固定資産合計 14,660,189 16,017,364
  資産合計 15,778,618 17,795,544
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

      当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31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 11,255,519 14,845,843
    未払法人税等 33,436 28,244
    未払金 3,278,966 2,896,493
    その他 573,685 432,326
    流動負債合計 15,141,608 18,202,907
  固定負債 
    長期借入金 1,154,68 1,206,281
    債務保証損失引当金 475,015 475,015
    その他 82,309 90,677
    固定負債合計 1,711,694 1,771,974
  負債合計 16,853,302 19,974,882

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,912,789 2,819,805
    資本剰余金 2,893,457 2,800,472
    利益剰余金 △6,881,716 △7,803,722
    自己株式 △47 △947
    株主資本合計 △1,076,417 △2,184,392
  評価・換算差額等 
    その他価証券評価差額金 △186 5,054
    評価・換算差額等合計 △186 5,054
  新株予約権 1,920 －
  純資産合計 △1,074,683 △2,179,338

負債純資産合計 15,778,618 17,795,544
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2)四半期連結損益計算書 

（第３四半期連結累計期間） 

【訂正前】 

（単位：千円）

    
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日)

売上高 783,271 285,671

売上原価 403,126 151,004

売上総利益 380,144 134,667

販売費及び一般管理費 ※ 579,614 ※ 528,962

営業損失（△） △199,470 △394,295

営業外収益 
  受取利息 11,509 7,461
  負ののれん償却額 91,435 －
  その他 75,315 16,279
  営業外収益合計 178,260 23,741

営業外費用 
  支払利息 159,834 151,527
  持分法による投資損失 13,344 －
  遅延損害金 620,519 208,684
  その他 103,500 63,953
  営業外費用合計 897,199 424,165

経常損失（△） △918,409 △794,719

特別利益 
  投資有価証券売却益 － 4,083
  関係会社株式売却益 96,294 －
  貸倒引当金戻入額 383,959 341,345
  固定資産売却益 5,803 7,524
  事業譲渡益 192,790 －
  債務保証損失引当金戻入額 108,898 －
  損害賠償金収入 － 1,221,419
  その他 2,585 142,841
  特別利益合計 790,331 1,717,214

特別損失 
  投資有価証券売却損 4,569 －
  関係会社株式売却損 88,227 －
  貸倒引当金繰入額 1,904,652 －
  貸倒損失 3,867 －
  固定資産売却損 461,005 37,441
  固定資産除却損 875 －
  減損損失 362,070 20,000
  その他 21,750 －
  特別損失合計 2,847,018 57,441

税金等調整前四半期純利益又は税金等調

整前四半期純損失（△） 
△2,975,095 865,053

法人税、住民税及び事業税 1,958 2,288



法人税等調整額 374 －

法人税等合計 2,333 2,288

少数株主損益調整前四半期純利益 － 862,764

少数株主損失（△） △10,014 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,967,415 862,764
    
 

 

【訂正後】 

（単位：千円）

    
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日)

売上高 783,271 285,671

売上原価 403,126 151,004

売上総利益 380,144 134,667

販売費及び一般管理費 ※ 579,614 ※ 469,721

営業損失（△） △199,470 △335,054

営業外収益 
  受取利息 11,509 7,461
  負ののれん償却額 91,435 －
  その他 75,315 16,279
  営業外収益合計 178,260 23,741

営業外費用 
  支払利息 159,834 151,527
  持分法による投資損失 13,344 －
  遅延損害金 620,519 208,684
  その他 103,500 63,953
  営業外費用合計 897,199 424,165

経常損失（△） △918,409 △735,478

特別利益 
  投資有価証券売却益 － 4,083
  関係会社株式売却益 96,294 －
  貸倒引当金戻入額 383,959 341,345
  固定資産売却益 5,803 7,524
  事業譲渡益 192,790 －
  債務保証損失引当金戻入額 108,898 －
  損害賠償金収入 － 1,221,419
  その他 2,585 142,841
  特別利益合計 790,331 1,717,214

特別損失 
  投資有価証券売却損 4,569 －
  関係会社株式売却損 88,227 －
  貸倒引当金繰入額 1,904,652 －
  貸倒損失 3,867 －
  固定資産売却損 461,005 37,441
  固定資産除却損 875 －
  減損損失 362,070 20,000



  その他 21,750 －
  特別損失合計 2,847,018 57,441

税金等調整前四半期純利益又は税金等調

整前四半期純損失（△） 
△2,975,095 924,294

法人税、住民税及び事業税 1,958 2,288

法人税等調整額 374 －

法人税等合計 2,333 2,288

少数株主損益調整前四半期純利益 － 922,005

少数株主損失（△） △10,014 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,967,415 922,005
    
 

 

（第３四半期連結会計期間） 

【訂正前】 

（単位：千円）

    
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日)

売上高 272,371 110,686

売上原価 101,676 38,295

売上総利益 170,694 72,390

販売費及び一般管理費 ※ 89,414 ※ 118,490

営業利益又は営業損失（△） 81,279 △46,099

営業外収益 
  受取利息 － 6,215
  貸倒引当金戻入額 40,447 －
  負ののれん償却額 30,478 －
  持分法による投資利益 7,805 －
  その他 31,081 4,469
  営業外収益合計 109,814 10,684

営業外費用 
  支払利息 62,446 46,695
  遅延損害金 213,961 －
  その他 48,530 34,908
  営業外費用合計 324,937 81,604

経常損失（△） △133,843 △117,019

特別利益 
  投資有価証券売却益 － 1,477
  関係会社株式売却益 304 －
  貸倒引当金戻入額 118,089 301,239
  固定資産売却益 3,403 －
  債務保証損失引当金戻入額 3,129 －
  損害賠償金収入 － 1,221,419
  その他 － 142,841
  特別利益合計 154,927 1,666,978

特別損失 
  固定資産除却損 300 －



  固定資産売却損 279,594 14,841
  投資有価証券売却損 4,569 －
  関係会社株式売却損 78,709 －
  貸倒引当金繰入額 1,892,470 －
  減損損失 362,070 －
  特別損失合計 2,617,713 14,841

税金等調整前四半期純利益又は税金等調

整前四半期純損失（△） 
△2,596,629 1,535,118

法人税、住民税及び事業税 136 1,275

法人税等調整額 374 －

法人税等合計 511 1,275

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,533,842

少数株主利益 11,973 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,609,114 1,533,842
    
 

 

【訂正後】 

（単位：千円）

    
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日)

売上高 272,371 110,686

売上原価 101,676 38,295

売上総利益 170,694 72,390

販売費及び一般管理費 ※ 89,414 ※ 98,743

営業利益又は営業損失（△） 81,279 △26,352

営業外収益 
  受取利息 － 6,215
  貸倒引当金戻入額 40,447 －
  負ののれん償却額 30,478 －
  持分法による投資利益 7,805 －
  その他 31,081 4,469
  営業外収益合計 109,814 10,684

営業外費用 
  支払利息 62,446 46,695
  遅延損害金 213,961 －
  その他 48,530 34,908
  営業外費用合計 324,937 81,604

経常損失（△） △133,843 △97,272

特別利益 
  投資有価証券売却益 － 1,477
  関係会社株式売却益 304 －
  貸倒引当金戻入額 118,089 301,239
  固定資産売却益 3,403 －
  債務保証損失引当金戻入額 33,129 －
  損害賠償金収入 － 1,221,419
  その他 － 142,841



  特別利益合計 154,927 1,666,978

特別損失 
  固定資産除却損 300 －
  固定資産売却損 279,594 14,841
  投資有価証券売却損 4,569 －
  関係会社株式売却損 78,709 －
  貸倒引当金繰入額 1,892,470 －
  減損損失 362,070 －
  特別損失合計 2,617,713 14,841

税金等調整前四半期純利益又は税金等調

整前四半期純損失（△） 
△2,596,629 1,554,865

法人税、住民税及び事業税 136 1,275

法人税等調整額 374 －

法人税等合計 511 1,275

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,553,589

少数株主利益 11,973 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,609,114 1,553,589
    
 

 

(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３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31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利益又は税金

等調整前四半期純損失（△） 
△2,975,095 865,053

  減価償却費 87,798 53,298
  減損損失 362,070 20,000
  のれん償却額 △8,962 138,523
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,513,548 △377,943
  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） 145 －

  債務保証損失引当金の増減額（△は減

少） 
△108,898 －

  受取利息及び受取配当金 △11,840 △7,482
  支払利息 159,834 151,527
  固定資産売却損益（△は益） 455,202 29,917
  固定資産除却損 875 －
  投資有価証券売却損益（△は益） 3,437 △2,605
  投資有価証券評価損益（△は益） 21,750 －
  関係会社株式売却損益（△は益） △8,066 －
  貸倒損失 3,867 －
  遅延損害金 620,519 208,684
  損害賠償金収入 － △1,221,419
  事業譲渡損益（△は益） △192,790 －



  持分法による投資損益（△は益） 13,344 －
  売上債権の増減額（△は増加） 158,714 △12,393

  未成業務支出金及び未成工事支出金

の増減額（△は増加） 
△6,046 －

  その他の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） △22,975 34,124
  前渡金の増減額（△は増加） △21,345 －
  未払又は未収消費税等の増減額 4,246 △7,886

  未成業務受入金及び未成工事受入金

の増減額（△は減少） 
△69 －

  その他 139,396 537,253
  小計 225,244 408,652
  利息及び配当金の受取額 9,493 6,295
  利息の支払額 △12,438 △23,302
  法人税等の支払額 △14,425 2,903
  営業活動によるキャッシュ・フロー 207,873 394,548
    
 

 

【訂正後】 

（単位：千円）

    
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31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利益又は税金

等調整前四半期純損失（△） 
△2,975,095 924,294

  減価償却費 87,798 53,298
  減損損失 362,070 20,000
  のれん償却額 △8,962 79,282
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,513,548 △377,943
  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） 145 －

  債務保証損失引当金の増減額（△は減

少） 
△108,898 －

  受取利息及び受取配当金 △11,840 △7,482
  支払利息 159,834 151,527
  固定資産売却損益（△は益） 455,202 29,917
  固定資産除却損 875 －
  投資有価証券売却損益（△は益） 3,437 △2,605
  投資有価証券評価損益（△は益） 21,750 －
  関係会社株式売却損益（△は益） △8,066 －
  貸倒損失 3,867 －
  遅延損害金 620,519 208,684
  損害賠償金収入 － △1,221,419
  事業譲渡損益（△は益） △192,790 －
  持分法による投資損益（△は益） 13,344 －
  売上債権の増減額（△は増加） 158,714 △12,393



  未成業務支出金及び未成工事支出金

の増減額（△は増加） 
△6,046 －

  その他の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） △22,975 34,124
  前渡金の増減額（△は増加） △21,345 －
  未払又は未収消費税等の増減額 4,246 △7,886

  未成業務受入金及び未成工事受入金

の増減額（△は減少） 
△69 －

  その他 139,396 537,253
  小計 225,244 408,652
  利息及び配当金の受取額 9,493 6,295
  利息の支払額 △12,438 △23,302
  法人税等の支払額 △14,425 2,903
  営業活動によるキャッシュ・フロー 207,873 394,548
    
 

 

【11P】 

（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312百万円及び経常損失1,353百万円、当期純損失

が3,146百万円を計上し、純資産額は2,131百万円の債務超過となりました。当第３四半期連結累計期間に

おいても営業損失394百万円、経常損失794百万円、四半期純利益862百万円を計上しましたが、純資産額は

1,085百万円の債務超過となっており、債務超過は解消されておりません。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312百万円及び経常損失1,353百万円、当期純損失

が3,146百万円を計上し、純資産額は2,179百万円の債務超過となりました。当第３四半期連結累計期間に

おいても営業損失335百万円、経常損失735百万円、四半期純利益922百万円を計上しましたが、純資産額は

1,074百万円の債務超過となっており、債務超過は解消されておりません。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） 

 

 

 

 

 

 



【12P】 

（５）セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 101,402 28,164 156,104 285,671 － 285,671 

 セグメント間の内部売上

高又は振替高  
－ － － － － － 

 計 101,402 28,164 156,104 285,671 － 285,671 

 セグメント利益又は損失

(△) 
△26,140 △53,894 △47,343 △127,378 △266,917 △394,295 

〈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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 101,402 28,164 156,104 285,671 － 285,671 

 セグメント間の内部売上

高又は振替高  
－ － － － － － 

 計 101,402 28,164 156,104 285,671 － 285,671 

 セグメント利益又は損失

(△) 
33,100 △53,894 △47,343 △68,137 △266,917 △335,054 

〈後略〉 

 

以上 

 


