
 

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２四半期決算短信」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２四半期決算短信」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２四半期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年９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２四半期 174 △65.8 △348 － △677 － △671 －

22年３月期第２四半期 510 △96.1 △280 － △784 － △358 －

 



 
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２四半期 △12 .06 －  

22年３月期第２四半期 △13 .05 －  

 

【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２四半期 174 △65.8 △308 － △638 － △631 －

22年３月期第２四半期 510 △96.1 △280 － △784 － △358 －

 

 
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２四半期 △11 .72 －  

22年３月期第２四半期 △13 .05 －  

 

 

 

（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 16,790 △2,806 － △52 .09

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 △2,807百万円  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 16,781 △2,814 － △52 .25

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 △2,815百万円  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２四半期連結累計期間の業績は、売上高は174百万円（前年同四半期比65.8％減）、営業

損失は348百万円（前年同四半期は280百万円の損失）、経常損失は677百万円（前年同四半期は784百万円

の損失）、四半期純損失は671百万円（前年同四半期は358百万円の損失）となり、純資産合計は2,806百万

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72百万円（前年同四半期比25.8％減）営業損失16百万円（前年同四半期は22

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２四半期連結累計期間の業績は、売上高は174百万円（前年同四半期比65.8％減）、営業

損失は308百万円（前年同四半期は280百万円の損失）、経常損失は638百万円（前年同四半期は784百万円

の損失）、四半期純損失は631百万円（前年同四半期は358百万円の損失）となり、純資産合計は2,814百万

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72百万円（前年同四半期比25.8％減）営業利益23百万円（前年同四半期は22

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２四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産が１百万円増加したものの、売却等による有形固定

資産の減少、長期未収入金の回収等により固定資産が1,054百万円減少したことにより、前連結会計年度末

比1,053百万円減少の16,790百万円となりました。 

流動負債は、返済により短期借入金等は減少し、422百万円の減少となり、固定負債は、長期借入金等が

増加し43百万円の増加となり、負債合計は前連結会計年度末比378百万円減少の19,596百万円となりました。 



純資産合計は、四半期純損失671百万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675百万円減少の2,806百万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２四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、６百万円増加（前年同四半期35百万円の減少）し、33百万円となりました。 

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341百万円（前年同四半期は248百万円の獲得）となりました。これは、

税金等調整前四半期純損失670百万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２四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産が１百万円増加したものの、売却等による有形固定

資産の減少、長期未収入金の回収等により固定資産が1,015百万円減少したことにより、前連結会計年度末

比1,014百万円減少の16,781百万円となりました。 

流動負債は、返済により短期借入金等は減少し、422百万円の減少となり、固定負債は、長期借入金等が

増加し43百万円の増加となり、負債合計は前連結会計年度末比378百万円減少の19,596百万円となりました。 

純資産合計は、四半期純損失631百万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635百万円減少の2,814百万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２四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、６百万円増加（前年同四半期35百万円の減少）し、33百万円となりました。 

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341百万円（前年同四半期は248百万円の獲得）となりました。これは、

税金等調整前四半期純損失630百万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２四半期連結累計期間にお



いても営業損失348百万円、経常損失677百万円、四半期純損失671百万円を計上し、純資産は2,806百万円

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２四半期連結累計期間にお

いても営業損失308百万円、経常損失638百万円、四半期純損失631百万円を計上し、純資産は2,814百万円

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２四半期連結会計期間末

(平成22年９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 41,447 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 
52,333 108,463

    短期貸付金 277,888 174,593
    その他 1,417,006 1,440,231
    貸倒引当金 △9,362 △20,699
    流動資産合計 1,779,313 1,778,179
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物・構築物（純額） 1,788,401 1,941,375
      土地 6,808,990 6,933,652
      その他（純額） 20,664 4,304
      有形固定資産計 8,618,056 8,899,332
   無形固定資産 
      のれん 3,231,616 3,323,965
      その他 1,235 1,322
      無形固定資産計 3,232,851 3,325,288
    投資その他の資産 
      長期貸付金 3,36,014 3,442,191
      破産更生債権等 2,078,470 1,999,531
      その他 542,858 1,290,580
      貸倒引当金 △2,827,237 △2,891,255
      投資その他の資産計 3,160,107 3,841,047
    固定資産合計 15,011,014 16,065,668
  資産合計 16,790,328 17,843,848
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

      当第２四半期連結会計期間末

(平成22年９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 14,241,505 14,845,843
    未払法人税等 26,769 28,244
    未払金 2,916,110 2,896,493
    その他 596,341 432,326
    流動負債合計 17,780,726 18,202,907
  固定負債 
    長期借入金 1,20,998 1,206,281
    債務保証損失引当金 475,015 475,015
    その他 89,746 90,677
   固定負債合計 1,815,760 1,771,974
  負債合計 19,596,486 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 △8,426,495 △7,755,417
    自己株 △947 △947
    株主資本合計 △2,807,165 △2,136,088
  評価・換算差額等 
   その他有価証券評価差額金 1,007 5,054
    評価・換算差額等合計 1,007 5,054
  純資産合計 △2,806,157 △2,131,033

負債純資産合計 16,790,328 17,843,848
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

（単位：千円）

        当第２四半期連結会計期間末

(平成22年９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 41,447 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 
52,333 108,463

    短期貸付金 277,888 174,593
    その他 1,417,006 1,440,231
    貸倒引当金 △9,362 △20,699
    流動資産合計 1,779,313 1,778,179
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物・構築物（純額） 1,788,401 1,941,375
      土地 8,340,446 8,465,108
      その他（純額） 20,664 24,304
      有形固定資産計 10,149,512 10,430,789
    無形固定資産 
      のれん 1,691,349 1,744,204
      その他 1,235 1,322
      無形固定資産計 1,692,548 1,745,527
    投資その他の資産 
      長期貸付金 3,366,014 3,442,191
      破産更生債権等 2,078,470 1,999,531
      その他 542,858 1,290,580
      貸倒引当金 △2,827,237 △2,891,255
      投資その他の資産計 3,160,107 3,841,047
    固定資産合計 15,002,204 16,017,364
  資産合計 16,781,518 17,795,544
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

      当第２四半期連結会計期間末

(平成22年９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 14,241,505 14,845,843
    未払法人税等 26,769 28,244
    未払金 2,916,110 2,896,493
    その他 596,341 432,326
    流動負債合計 17,780,72 18,202,907
  固定負債 
    長期借入金 1,250,998 1,206,281
    債務保証損失引当金 475,015 475,015
    その他 89,746 90,677
    固定負債合計 1,815,760 1,771,974
  負債合計 19,596,486 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 △8,435,305 △7,803,722
    自己株式 △947 △947
    株主資本合計 △2,815,975 △2,184,392
  評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 1,007 5,054
    評価・換算差額等合計 1,007 5,054
  純資産合計 △2,814,968 △2,179,338

負債純資産合計 16,781,518 17,795,544
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2)四半期連結損益計算書 

（第２四半期連結累計期間） 

【訂正前】 

（単位：千円）

    
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

  平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 510,899 174,985

売上原価 301,450 112,708

売上総利益 209,449 62,276

販売費及び一般管理費 ※ 490,199 ※ 410,472

営業損失（△） △280,750 △348,196

営業外収益 
  受取利息 14,368 1,246
  負ののれん償却額 60,957 －
  その他 41,374 11,809
  営業外収益合計 116,700 13,056

営業外費用 
  支払利息 97,388 104,831
  貸倒引当金繰入額 40,447 －
  持分法による投資損失 21,150 －
  遅延損害金 406,558 208,684
  その他 54,970 29,044
  営業外費用合計 620,515 342,560

経常損失（△） △784,565 △677,700

特別利益 
  投資有価証券売却益 － 2,605
  関係会社株式売却益 95,989 －
  貸倒引当金戻入額 265,869 40,105
  事業譲渡益 192,790 －
  債務保証損失引当金戻入額 75,769 －
  固定資産売却益 2,400 7,524
  その他 2,585 －
  特別利益合計 635,404 50,235

特別損失 
  固定資産除却損 575 －
  投資有価証券売却損 0 －
  関係会社株式売却損 9,518 －
  貸倒引当金繰入額 12,181 －
  貸倒損失 3,867 －
  固定資産売却損 181,411 22,600
  減損損失 － 20,000
  その他 21,750 －
  特別損失合計 229,304 42,600

税金等調整前四半期純損失（△） △378,465 △670,064

法人税、住民税及び事業税 1,822 1,012

法人税等合計 1,822 1,012



少数株主損益調整前四半期純損失

（△） 
－ △671,077

少数株主損失（△） △21,987 －

四半期純損失（△） △358,300 △671,077
    
 

 

【訂正後】 

（単位：千円）

    
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

売上高 510,899 174,985

売上原価 301,450 112,708

売上総利益 209,449 62,276

販売費及び一般管理費 ※ 490,199 ※ 370,978

営業損失（△） △280,750 △308,701

営業外収益 
  受取利息 14,368 1,246
  負ののれん償却額 60,957 －
  その他 41,374 1,809
  営業外収益合計 116,700 13,056

営業外費用 
  支払利息 97,388 104,831
  貸倒引当金繰入額 40,447 －
  持分法による投資損失 21,150 －
  遅延損害金 406,558 208,684
  その他 54,970 29,044
  営業外費用合計 620,515 342,560

経常損失（△） △784,565 △638,206

特別利益 
  投資有価証券売却益 － 2,605
  関係会社株式売却益 95,989 －
  貸倒引当金戻入額 265,869 40,105
  事業譲渡益 192,790 －
  債務保証損失引当金戻入額 75,769 －
  固定資産売却益 2,400 7,524
  その他 2,585 －
  特別利益合計 635,404 50,235

特別損失 
  固定資産除却損 575 －
  投資有価証券売却損 0 －
  関係会社株式売却損 9,518 －
  貸倒引当金繰入額 12,181 －
  貸倒損失 3,867 －
  固定資産売却損 181,411 22,600
  減損損失 － 20,000
  その他 21,750 －



  特別損失合計 229,304 42,600

税金等調整前四半期純損失（△） △378,465 △630,570

法人税、住民税及び事業税 1,822 1,012

法人税等合計 1,822 1,012

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △631,583

少数株主損失（△） △21,987 －

四半期純損失（△） △358,300 △631,583
    
 

 

（第２四半期連結会計期間） 

【訂正前】 

（単位：千円）

    
前第２四半期連結会計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日)

売上高 248,381 80,900

売上原価 116,338 53,249

売上総利益 132,042 27,651

販売費及び一般管理費 ※ 238,201 ※ 152,921

営業損失（△） △106,158 △125,269

営業外収益 
  受取利息 6,351 577
  負ののれん償却額 30,478 －
  その他 7,588 5,980
  営業外収益合計 44,418 6,558

営業外費用 
  支払利息 58,323 47,647
  貸倒引当金繰入額 17,954 －
  持分法による投資損失 5,202 －
  遅延損害金 204,339 396
  その他 49,843 3,652
  営業外費用合計 335,663 51,695

経常損失（△） △397,403 △170,406

特別利益 
  関係会社株式売却益 35,937 －
  貸倒引当金戻入額 43,431 824
  事業譲渡益 192,790 －
  固定資産売却益 2,400 －
  その他 1,453 －
  特別利益合計 276,013 824

特別損失 
  固定資産売却損 4,330 12,180
  その他 21,750 －
  特別損失合計 26,080 12,180

税金等調整前四半期純損失（△） △147,471 △181,762

法人税、住民税及び事業税 1,382 991



法人税等合計 1,382 991

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △182,754

少数株主損失（△） △12,503 －

四半期純損失（△） △136,350 △182,754
    
 

 

【訂正後】 

（単位：千円）

    
前第２四半期連結会計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日)

売上高 248,381 80,900

売上原価 116,338 53,249

売上総利益 132,042 27,651

販売費及び一般管理費 ※ 238,201 ※ 133,174

営業損失（△） △106,158 △105,522

営業外収益 
  受取利息 6,351 577
  負ののれん償却額 30,478 －
  その他 7,588 5,980
  営業外収益合計 44,418 6,558

営業外費用 
  支払利息 58,323 47,647
  貸倒引当金繰入額 17,954 －
  持分法による投資損失 5,202 －
  遅延損害金 204,339 396
  その他 49,843 3,652
  営業外費用合計 335,663 51,695

経常損失（△） △397,403 △150,659

特別利益 
  関係会社株式売却益 35,937 －
  貸倒引当金戻入額 43,431 824
  事業譲渡益 192,790 －
  固定資産売却益 2,400 －
  その他 1,453 －
  特別利益合計 276,013 824

特別損失 
  固定資産売却損 4,330 12,180
  その他 21,750 －
  特別損失合計 26,080 12,180

税金等調整前四半期純損失（△） △147,471 △162,015

法人税、住民税及び事業税 1,382 991

法人税等合計 1,382 991

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △163,007

少数株主損失（△） △12,503 －

四半期純損失（△） △136,350 △163,007
    
 



(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２四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９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（△） △378,465 △670,064
  減価償却費 60,903 36,893
  減損損失 － 20,000
  のれん償却額 △5,974 92,348
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △141,430 △75,355
  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） 1,021 －

  債務保証損失引当金の増減額（△は減

少） 
△75,769 －

  受取利息及び受取配当金 △13,690 △1,267
  支払利息 97,388 104,831
  固定資産売却損益（△は益） 179,011 15,075
  固定資産除却損 575 －
  投資有価証券売却損益（△は益） △1,131 △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） △86,471 －
  貸倒損失 3,867 －
  遅延損害金 406,558 208,684
  事業譲渡損益（△は益） △192,790 －
  持分法による投資損益（△は益） 21,150 －
  売上債権の増減額（△は増加） 454,390 33,920

  未成業務支出金及び未成工事支出金

の増減額（△は増加） 
△22,188 －

  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） △14,137 33,993
  前渡金の増減額（△は増加） △26,950 －
  未払金の増減額（△は減少） 104,404 △129,068
  未払又は未収消費税等の増減額 36,573 △10,059

  未成業務受入金及び未成工事受入金

の増減額（△は減少） 
3,490 －

  その他 △204,414 699,087
  小計 264,252 356,413
  利息及び配当金の受取額 9,005 489
  利息の支払額 △10,885 △13,211
  法人税等の支払額 △14,183 △2,488
  営業活動によるキャッシュ・フロー 248,187 341,203
    
 

 

 



【訂正後】 

（単位：千円）

    
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９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（△） △378,465 △630,570
  減価償却費 60,903 36,893
  減損損失 － 20,000
  のれん償却額 △5,974 52,854
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △141,430 △75,355
  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） 1,021 －

  債務保証損失引当金の増減額（△は減

少） 
△75,769 －

  受取利息及び受取配当金 △13,690 △1,267
  支払利息 97,388 104,831
  固定資産売却損益（△は益） 179,011 15,075
  固定資産除却損 575 －
  投資有価証券売却損益（△は益） △1,131 △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） △86,471 －
  貸倒損失 3,867 －
  遅延損害金 406,558 208,684
  事業譲渡損益（△は益） △192,790 －
  持分法による投資損益（△は益） 21,150 －
  売上債権の増減額（△は増加） 454,390 33,920

  未成業務支出金及び未成工事支出金

の増減額（△は増加） 
△22,188 －

  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） △14,137 33,993
  前渡金の増減額（△は増加） △26,950 －
  未払金の増減額（△は減少） 104,404 △129,068
  未払又は未収消費税等の増減額 36,573 △10,059

  未成業務受入金及び未成工事受入金

の増減額（△は減少） 
3,490 －

  その他 △204,414 699,087
  小計 264,252 356,413
  利息及び配当金の受取額 9,005 489
  利息の支払額 △10,885 △13,211
  法人税等の支払額 △14,183 △2,488
  営業活動によるキャッシュ・フロー 248,187 341,203
    
 

 

 

 



【10P】 

（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２四半期連結累計期間にお

いても営業損失348百万円、経常損失677百万円、四半期純損失671百万円を計上し、純資産は2,806百万円

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。 

【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２四半期連結累計期間にお

いても営業損失308百万円、経常損失638百万円、四半期純損失631百万円を計上し、純資産は2,814百万円

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。 

 

【12P】 

（５）セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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 72,145 6,507 96,332 174,985 － 174,985 

 セグメント間の内部売上

高又は振替高  
－ － － － － － 

 計 72,145 6,507 96,332 174,985 － 174,985 

 セグメント損失(△) △16,040 △56,997 △41,166 △114,204 △233,991 △348,196 

〈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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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 72,145 6,507 96,332 174,985 － 174,985 

 セグメント間の内部売上

高又は振替高  
－ － － － － － 

 計 72,145 6,507 96,332 174,985 － 174,985 

 セグメント損失(△) 23,453 △56,997 △41,166 △74,710 △233,991 △308,701 

〈後略〉 

 

以上 

 


