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平成 24年 5月 17日 

各 位 
                              上場会社名   フリージア・マクロス株式会社 
                              （コード番号  ６３４３） 
                              代表者     代表取締役社長 奥山 一寸法師 
                              問合せ先責任者 経理部長 篠崎 温儀 
                              （電話番号   03-5818-1522） 

 

（訂正）「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

 
 平成 23 年 5 月 16 日に開示いたしました「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について訂正がありま

したので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。 

 

 

 

１．訂正の内容 

【新規連結子会社の資本連結仕訳】 
平成 21年 3月期より当社の連結子会社であるフリージアトレーディング株式会社が株式会社ピコイに対
する支配関係を有することとなったため、当社が間接所有する形となりました。その際の資本連結仕訳

において、当社の持分が０％であることを重視し、株式会社ピコイの純資産をすべて少数株主持分とし

て認識をし、フリージアトレーディング株式会社の投資額全額 643 百万円をのれんとして認識しました。
しかしながら、社内外の専門家を交えて会計基準を慎重に検討した結果、訂正が必要と判断いたしまし

た。 
今回の訂正において、フリージアトレーディング株式会社を含めた当社グループの株式持分比率を親会

社持分として認識するとともに、株式会社ピコイの取得価額 643 百万円と純資産の持分相当額との差額
194 百万円は負ののれんと認識することにいたします。また、当社グループ以外の持分比率については
少数株主持分として 1,027百万円認識いたします。 

【少数株主の負担に関して】 
  従来、当社の連結子会社であるフリージアトレーディング株式会社が個別決算において債務超過であっ

たため、損失の負担能力がないものと判断し、親会社負担としておりました。しかしながら、平成 21年
3月期より、少数株主持分が 1,027百万円増加し、フリージアトレーディング株式会社においても連結で
判断した場合、十分な負担能力を有するものと判断いたしました。したがいまして、今回の訂正におい

て、フリージアトレーディング株式会社及び同社の債務超過の連結子会社の損失負担についても、親会

社負担とする必要がないものとしております。 
【有価証券評価差額金等の認識に関する会計処理】 
有価証券評価差額金の認識に関して、上記の考え方との首尾一貫性を保つために、当期純利益項目のみ

ならず、有価証券評価差額金の変動の認識に関して少数株主への負担関係の見直しを行う所存でありま

す。また、当該処理に関して当社調査の結果、持分法適用関連会社に関する有価証券評価差額金の支配

権獲得日以降の変動の認識及び持分法適用関連会社の自己株式の取得にともなう持分の変動の認識に関

する会計処理に誤謬が見つかりましたので、同時に訂正いたします。 
【繰延税金資産に関する会計処理】 
  平成 22年 3月度に、連結上の繰延税金資産 8百万円について、期間帰属の認識の判断に誤謬がみつかり
ましたので、法人税等調整額とともに訂正いたします。また、平成 23年 3月度も前年度における修正の
影響を受けましたので、同時に訂正をいたします。その結果、法人税等調整額の増減を通じて、平成 22
年 3月度は 8百万円当期純利益が減少し、平成 23年 3月度は同額増加いたします。 

 

２．訂正の理由 

当社は各決算において監査法人の監査を受けたうえで適正である旨の監査報告書を受領しております。

しかしながら、社内外の専門家を交えて慎重に検討した結果、過年度に遡って決算の訂正が必要である

と判断いたしました。 
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（サマリー情報） 

１. 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 11,118 △3.1 658 23.7 584 10.3 △6 －

22 年 3 月期 11,478 66.6 532 883.2 529 － 55 －

（注）包括利益  23 年 3 月期  294 百万円（21.6％）  22 年 3 月期  241 百万円（－％） 

 

 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 ％ ％ ％

23 年 3月期 △0.01 △0.1 3.8 5.9

22 年 3 月期 0.12 1.3 3.5 4.6

（参考）持分法投資損益   23 年 3 月期  △28 百万円   22 年 3 月期  26 百万円 

 

【訂正後】 

（％表示は対前期増減率） 

 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 11,118 △3.1 690 22.3 627 9.2 3 △96.2

22 年 3 月期 11,478 66.6 564 807.8 574 － 101 －

（注）包括利益  23 年 3 月期  331 百万円（－％）  22 年 3 月期  138 百万円（－％） 

 

 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 ％ ％ ％

23 年 3月期 0.01 0.1 4.2 6.2

22 年 3 月期 0.22 2.2 4.0 4.9

（参考）持分法投資損益   23 年 3 月期  △27 百万円   22 年 3 月期  29 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 15,342 7,195 27.7 9.45

22 年 3 月期 15,697 6,907 27.2 9.48

（参考）自己資本   23 年 3 月期  4,254 百万円   22 年 3 月期  4,265 百万円 

 

 配当性向（連結） 純資産配当率（連結）

 

 ％ ％

23 年 3 月期 － 0.5
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22 年 3 月期 41.7 0.5

 

【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 14,644 6,381 31.0 10.08

22 年 3 月期 14,904 6,046 30.5 10.10

（参考）自己資本   23 年 3 月期  4,538 百万円   22 年 3 月期  4,547 百万円 

 

 配当性向 純資産配当率 

 ％ ％

23 年 3 月期 584.4 0.5

22 年 3 月期 22.3 0.5

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）経営成績に関する分析 
  （訂正前）  

－前略－  

 かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、11,118百万円と前年同期と比べ360百万(△3.1％）減

少しました。また営業利益は、658百万円と前年同期と比べ126百万円(23.7%)増加、経常利益は、584百万円と前年

同期と比べ54百万円（10.3%)増加、当期純損失は、6百万円(前年同期当期純利益55百万円)となりました。 

－後略－  

  

  （訂正後）  

－前略－  

かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、11,118百万円と前年同期と比べ360百万(△3.1％）減少

しました。また営業利益は、690百万円と前年同期と比べ126百万円(22.3%)増加、経常利益は、627百万円と前年同

期と比べ52百万円（9.2%)増加、当期純利益は、3百万円(前年同期当期純利益101百万円)となりました 

－後略－  
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（２）財政状態に関する分析 

 （訂正前）  

  当連結会計年度末の資産につきましたは、前連結会計年度末に比べ355百万円減少し、15,342百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金並びに短期貸付金が減少したことなどによります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、643百万円減少し、8,146百万円となりました。主な要因は、支

払手形及び買掛金並びに社債が減少したことなどによります。 

 この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ288百万円増加し、7,195百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュフローの増加要因としては、税金等調整前当期純利益577百万円を計上したこと等

によるものであります 

 

   （訂正後）  

  当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ260百万円減少し、14,644百万円となりました。主な要因

は、現金及び預金並びに短期貸付金が減少したことなどによります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ、595百万円減少し、8,262百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買

掛金並びに社債が減少したことなどによります。 

 この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ334百万円増加し、6,381百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュフローの増加要因としては、税金等調整前当期純利益620百万円を計上したこと等

によるものであります。 
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３．連結財務諸表等  

（１）【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23年3月31日） 

資産の部     

流動資産 

現金及び預金   1  2,055,985  1,185,792

  受取手形及び売掛金  1,154,195   1,313,022

  たな卸資産  2,456,500  3,379,718

 短期貸付金  1,844,001  111,548

 立替金 -   879,914

 繰延税金資産  41,926   46,047

 その他  286,006   453,914

 貸倒引当金  △55,867   △64,211

 流動資産合計  7,782,748   7,305,748

固定資産 

 有形固定資産  

  建物及び構築物  2,224,890   2,267,515

  機械装置及び運搬具  461,128   517,808

  土地  3,542,023   3,581,283

  建設仮勘定  59,933   69,693

  その他  101,352   116,708

  減価償却累計額  △1,629,647   △1,737,469

  減損損失累計額  △230,537   △230,537

  有形固定資産合計  4,529,144   4,585,002

無形固定資産 

借地権 -  317,020

のれん  726,514   635,464

その他  161,539   26,457

無形固定資産合計  888,053  978,942

投資その他の資産 

投資有価証券  51,764   76,361

関係会社株式  1,990,169   1,918,131

長期貸付金  49,332   51,433
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差入保証金  -   321,782

繰延税金資産  43,956   2,346

その他  493,650   138,761

貸倒引当金  △131,189  △36,206

投資その他の資産合計  2,497,683   2,472,610

固定資産合計  7,914,881  8,036,555

資産合計  15,697,630  15,342,303

負債の部 

流動負債 

 支払手形及び買掛金 1,035,069  848,290

 短期借入金  1,402,966   1,447,089

 1年内返済予定の長期借入金  575,862   566,847

 1年内償還予定の社債  262,000   512,500

 未成工事受入金  -  513,166

 未払法人税等  63,367   127,771

 完成工事補償引当金  90,915   76,785

 賞与引当金  23,300   25,600

 営業外支払手形  -   910,661

 その他  2,343,569   499,543

 流動負債合計  5,797,051   5,528,256

固定負債 

社債  772,500   210,000

長期借入金  1,695,493   1,583,607

繰延税金負債  21,106   84,812

退職給付引当金  121,035   125,272

その他  383,046   614,891

固定負債合計  2,993,181   2,618,583

負債合計  8,790,232  8,146,839

純資産の部 

株主資本 

資本金  2,077,766   2,077,766

資本剰余金  973,803   973,803

利益剰余金  1,238,388   1,223,269

自己株式  △18,094   △18,170

株主資本合計  4,271,864   4,256,669
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その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 △5,924   △2,579

その他の包括利益累計額合計  △5,924   △2,579

少数株主持分  2,641,457  2,941,374

純資産合計  6,907,397  7,195,464

負債純資産合計  15,697,630  15,342,303
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（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    2,055,985   1,185,792

  受取手形及び売掛金  1,154,195   1,313,022

  たな卸資産  2,456,500   3,379,718

 短期貸付金  1,844,001  111,548

 立替金 -  879,914

 繰延税金資産 41,926  46,047

 その他  286,006   453,914

 貸倒引当金  △55,867  △64,211

 流動資産合計  7,782,748   7,305,748

固定資産 

 有形固定資産  

  建物及び構築物  2,224,890   2,267,515

  機械装置及び運搬具  461,128   517,808

  土地  3,542,023   3,581,283

  建設仮勘定  59,933   69,693

  その他  101,352   116,708

  減価償却累計額  △1,629,647   △1,737,469

  減損損失累計額  △230,537   △230,537

  有形固定資産合計  4,529,144   4,585,002

無形固定資産 

借地権 -   317,020

その他  161,539   26,457

無形固定資産合計  161,539  343,478

投資その他の資産 

投資有価証券 51,764   76,361

関係会社株式  1,927,726   1,847,481

長期貸付金  49,332   51,433

差入保証金  -   321,782

繰延税金資産  39,959   10,226

その他  493,650   138,761
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貸倒引当金  △131,189   △36,206

投資その他の資産合計  2,431,242   2,409,841

固定資産合計  7,121,926  7,338,322

資産合計  14,904,674  14,644,070

負債の部 

流動負債 

 支払手形及び買掛金 1,035,069   848,290

 短期借入金  1,402,966   1,447,089

 1年内返済予定の長期借入金  575,862   566,847

 1年内償還予定の社債  262,000   512,500

 未成工事受入金  -   513,166

 未払法人税等  63,367   127,771

 完成工事補償引当金  90,915   76,785

 賞与引当金  23,300   25,600

 営業外支払手形  -   910,661

 その他  2,343,569   499,543

 流動負債合計  5,797,051   5,528,256

固定負債 

社債 772,500   210,000

長期借入金  1,695,493   1,583,607

繰延税金負債  29,533   92,357

退職給付引当金  121,035   125,272

負ののれん  59,056   108,209

その他  383,046   614,891

固定負債合計  3,060,665  2,734,338

負債合計  8,857,716  8,262,594

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,077,766   2,077,766

資本剰余金  973,803   973,803

利益剰余金  1,584,618   1,579,629

自己株式  △18,094   △18,170

株主資本合計  4,618,093   4,613,028

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 △70,644   △74,478
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その他の包括利益累計額合計  △70,644   △74,478

少数株主持分  1,499,509  1,842,925

純資産合計  6,046,958  6,381,475

負債純資産合計  14,904,674  14,644,070
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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23年3月31日） 

売上高  11,478,669  11,118,257

売上原価 7,219,293   7,100,247

売上総利益  4,259,376   4,018,010

販売費及び一般管理費  3,726,786   3,359,418

営業利益  532,589  658,591

営業外収益 

受取利息   16,959  17,469

受取配当金  2,684   2,365

持分法による投資利益 26,163   -

負ののれん償却額  12,160   12,160

助成金収入  61,317   -

受取家賃  -   15,865

その他  83,038   89,268

営業外収益合計  202,322   137,128

営業外費用 

支払利息  111,411   87,483

持分法による投資損失  -   28,507

業務提携関係費用  25,388   -

その他  68,351   95,396

営業外費用合計  205,152   211,388

経常利益  529,760   584,332

特別利益 

 前期損益修正益 6,160   -

 固定資産売却益  3   -

 貸倒引当金戻入額  1,215   -

 賞与引当金戻入額  5,000   -

 退職給付引当金戻入額  14,250   -

 受取補償金  -   33,383

 その他  -   11,325

 特別利益  26,629   44,708
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特別損失  

 固定資産売却損  268,622   -

 固定資産除却損  8,181   141

 貸倒損失  47,292   14,053

 その他  1,817   37,175

 特別損失合計  325,914   51,370

税金等調整前当期純利益  230,474  577,670

法人税、住民税及び事業税  60,520  105,395

法人税等調整額 76,996  96,196

過年度法人税等  -   85,335

法人税等合計  137,516  286,926

少数株主損益調整前当期純利益  -   290,743

少数株主利益  37,003   297,022

当期純利益又は当期純損失(△)  55,954   △6,278
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（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  11,478,669  11,118,257

売上原価 7,219,293  7,100,247

売上総利益  4,259,376   4,018,010

販売費及び一般管理費  3,694,634   3,327,266

営業利益  564,741  690,743

営業外収益 

受取利息   16,959  17,469

受取配当金  2,684   2,365

持分法による投資利益  29,333   -

負ののれん償却額  21,905   21,905

助成金収入  61,317   -

受取家賃  -   15,865

その他  83,038   89,268

営業外収益合計  215,237   146,873

営業外費用 

支払利息 111,411   87,483

持分法による投資損失  -   27,281

業務提携関係費用  25,388   -

その他  68,351   95,396

営業外費用合計  205,152   210,162

経常利益  574,827   627,455

特別利益 

 前期損益修正益  6,160   -

 固定資産売却益 3   -

 貸倒引当金戻入額  1,215   -

 賞与引当金戻入額  5,000   -

 退職給付引当金戻入額  14,250   -

 受取補償金  -   33,383

 その他  -  11,325

 特別利益合計  26,629   44,708

特別損失  

 固定資産売却損 268,622   -
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 固定資産除却損  8,181   141

 貸倒損失  47,292   14,053

 その他  1,817   37,175

 特別損失合計  325,914   51,370

税金等調整前当期純利益  275,541  620,793

法人税、住民税及び事業税  60,520  105,395

法人税等調整額 85,900  87,292

過年度法人税等  -   85,335

法人税等合計  146,421   278,022

少数株主損益調整前当期純利益 -   342,770

少数株主利益  28,052  338,919

当期純利益  101,067   3,851
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【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  -  290,743

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金  -  7,210

持分法適用会社に対する持分相当額  -   △3,865

その他の包括利益合計  -  3,345

包括利益  -  294,088

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益  -  △10,113

少数株主に係る包括利益  -  304,201
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（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  －  342,770

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金  －  △7,479

持分法適用会社に対する持分相当額 －  △3,865

その他の包括利益合計 －  △11,345

包括利益 －  331,425

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 －  16

少数株主に係る包括利益 －  331,408
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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  2,077,766   2,077,766

  当期末残高  2,077,766   2,077,766

 資本剰余金  

  前期末残高  973,803   973,803

  当期末残高  973,803   973,803

 利益剰余金  

  前期末残高  1,370,269   1,238,388

  当期変動額  

   剰余金の配当  △9,009   △8,840

   当期純利益又は当期純損失(△)  55,954   △6,278

   持分法の適用範囲の変動  △178,825   -

   当期変動額合計  △131,880   △15,119

  当期末残高  1,238,388   1,223,269

 自己株式  

  前期末残高  △17,812   △18,094

  当期変動額  

   自己株式の取得  △282   △75

   当期変動額合計  △282   △75

  当期末残高  △18,094   △18,170

 株主資本合計  

  前期末残高  4,404,027   4,271,864

  当期変動額  

   剰余金の配当  △9,009   △8,840

   当期純利益又は当期純損失(△)  55,954   △6,278

   持分法の適用範囲の変動  △178,825   -

   自己株式の取得  △282   △75

   当期変動額合計  △132,163   △15,194

  当期末残高  4,271,864   4,256,669

その他包括利益累計額  
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 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高  △154,789   △5,924

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動
額(純額)  148,864   3,345

   当期変動額合計  148,864   3,345

  当期末残高  △5,924   △2,579

 その他の包括利益累計額合計  

  前期末残高  △154,789   △5,924

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動
額(純額)  148,864   3,345

   当期変動額合計  148,864   3,345

  当期末残高  △5,924   △2,579

少数株主持分  

 前期末残高  2,605,453   2,641,457

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)  36,004   299,916

 当期変動額合計  36,004   299,916

 当期末残高  2,641,457   2,941,374

純資産合計  

 前期末残高  6,854,691   6,907,397

 当期変動額  

  剰余金の配当  △9,009   △8,840

  当期純利益又は当期純損失(△)  55,954   △6,278

  持分法の適用範囲の変動  △178,825   -

  自己株式の取得  △282   △75

  株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)  184,868   303,261

 当期変動額合計  52,706   288,066

 当期末残高  6,907,397   7,195,464
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（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  2,077,776    2,077,766

  当期末残高  2,077,776    2,077,766

 資本剰余金   

  前期末残高  973,803    973,803

  当期末残高  973,803    973,803

 利益剰余金   

  前期末残高  1,492,560    1,584,618

  当期変動額   

   剰余金の配当  △9,009    △8,840

   当期純利益  101,067    3,851

   当期変動額合計  92,057    △4,989

  当期末残高  1,584,618    1,579,629

 自己株式   

  前期末残高  △17,812    △18,094

  当期変動額   

   自己株式の取得  △282    △75

   当期変動額合計  △282    △75

  当期末残高  △18,094    △18,170

 資株主資本合計   

  前期末残高  4,526,318    4,618,093

  当期変動額   

   剰余金の配当  △9,009    △8,840

   当期純利益  101,067    3,851

   自己株式の取得  △282    △75

   当期変動額合計  91,775    △5,064

  当期末残高  4,618,093    4,613,028

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 △71,681   △70,644

  当期変動額   
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   株主資本以外の項目の当期変動
額(純額) 1,037   △3,834

   当期変動額合計 1,037   △3,834

  当期末残高 △70,644   △74,478

 その他の包括利益累計額合計   

  前期末残高 △71,681   △70,644

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動
額(純額) 1,037   △3,834

   当期変動額合計 1,037   △3,834

  当期末残高 △70,644   △74,478

少数株主持分   

 前期末残高 1,503,709    1,499,509

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額
(純額) △4,200   343,416

 当期変動額合計 △4,200   343,416

 当期末残高 1,499,509   1,842,925

純資産合計   

 前期末残高 5,958,346   6,046,958

 当期変動額   

  剰余金の配当 △9,009   △8,840

  当期純利益 101,067   3,851

  自己株式の取得  △282   △75

  株主資本以外の項目の当期変動額
(純額) △3,163   339,581

 当期変動額合計 88,612   334,517

 当期末残高 6,046,958   6,381,475
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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  230,474  577,670

減価償却費 108,734  113,410

退職給付引当金の増減額(△は減少)  △11,418  4,237

貸倒損失  47,292  14,053

のれん償却額  90,233  90,233

為替差損益(△は益)  5,263 6,385

有形固定資産売却損益(△は益) 268,622  -

固定資産除却損  8,181   141

投資有価証券評価損益(△は益)  -   4,193

貸倒引当金の増減額(△は減少)  △253,618   △86,639

受取利息及び受取配当金  △19,643   △19,834

支払利息  111,411   97,826

持分法による投資損益(△は益)  △26,163  28,507

売上債権の増減額(△は増加)  527,882  △242,774

たな卸資産の増減額(△は増加) △119,377  △707,870

未払消費税等の増減額(△は減少)  △10,448   9,527

仕入債務の増減額(△は減少)  △24,506   △284,171

その他  151,384  △94,382

小計 1,084,303  △489,488

利息及び配当金の受取額  11,366   26,917

利息の支払額  △111,807   △98,978

法人税等の支払額  △47,866   △126,326

営業活動によるキャッシュ・フロー  935,996   △687,875

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出  -   △121,761

定期預金の払戻による収入  6,614   316,275

関係会社株式の取得による支出  △13,000   △10,000

関係会社株式の売却による収入  -   1,000

投資有価証券の取得による支出  -   △5,000

有形固定資産の取得による支出  △243,100   △385,567
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有形固定資産の売却による収入  144,017   7,041

無形固定資産の取得による支出  -   △156,893

投資不動産の取得による支出  △61,766   -

貸付けによる支出  △1,082,564   △859,123

貸付金の回収による収入  1,267,904   786,268

差入保証金の差入による支出   △138,258   △68,404

投資その他の資産の増減額(△は増
加)  28,052   104,509

投資活動によるキャッシュ・フロー  △92,101   △391,655

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入  282,673   1,292,089

 短期借入金の返済による支出  -   △694,307

 長期借入れによる収入  -   374,080

 長期借入金の返済による支出  △345,178   △247,850

 社債の償還による支出   △238,500   △312,000

 自己株式の取得による支出  △282   △75

 配当金の支払額  △9,009   △8,841

 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー  △310,296   403,096

 現金及び現金同等物の増減額(△は
減少)  533,599   △676,434

 新規連結に伴う現金及び現金同等
物の増加額  -   3,254

 現金及び現金同等物の期首残高  1,161,751   1,695,350

 現金及び現金同等物の期末残高  1,695,350   1,022,170

       

   

（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  275,541  620,793

減価償却費 108,734  113,410

退職給付引当金の増減額(△は減少)  △11,418   4,237

貸倒損失  47,292   14,053

のれん償却額  48,336   48,336

為替差損益(△は益)  5,263  6,385

有形固定資産売却損益(△は益) 268,622  -

固定資産除却損  8,181   141



－ 23 － 

投資有価証券評価損益(△は益) -   4,193

貸倒引当金の増減額(△は減少)  △253,618   △86,639

受取利息及び受取配当金  △19,643   △19,834

支払利息  111,411   97,826

持分法による投資損益(△は益)  △29,333  27,281

売上債権の増減額(△は増加)  527,882  △242,774

たな卸資産の増減額(△は増加) △119,377  △707,870

未払消費税等の増減額(△は減少)  △10,448   9,527

仕入債務の増減額(△は減少)  △24,506   △284,171

その他  151,384  △94,382

小計 1,084,303  △489,488

利息及び配当金の受取額  11,366   26,917

利息の支払額  △111,807   △98,978

法人税等の支払額  △47,866   △126,326

営業活動によるキャッシュ・フロー  935,996   △687,875

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出  -   △121,761

定期預金の払戻による収入  6,614   316,275

関係会社株式の取得による支出 △13,000   △10,000

関係会社株式の売却による収入 -   1,000

投資有価証券の取得による支出   -   △5,000

有形固定資産の取得による支出  △243,100   △385,567

有形固定資産の売却による収入  144,017   7,041

無形固定資産の取得による支出  -   △156,893

投資不動産の取得による支出  △61,766   -

貸付けによる支出  △1,082,564   △859,123

貸付金の回収による収入  1,267,904   786,268

差入保証金の差入による支出  △138,258   △68,404

投資その他の資産の増減額(△は増
加)  28,052   104,509

投資活動によるキャッシュ・フロー  △92,101   △391,655

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入  282,673   1,292,089

 短期借入金の返済による支出  -   △694,307

 長期借入れによる収入  -   374,080

 長期借入金の返済による支出  △345,178   △247,850
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 社債の償還による支出   △238,500   △312,000

 自己株式の取得による支出  △282   △75

 配当金の支払額  △9,009   △8,841

 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー  △310,296   403,096

 現金及び現金同等物の増減額(△は
減少)  533,599   △676,434

 新規連結に伴う現金及び現金同等
物の増加額  -   3,254

 現金及び現金同等物の期首残高  1,161,751   1,695,350

 現金及び現金同等物の期末残高  ※1 1,695,350  ※1  1,022,170
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【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） 

１ 担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産は下記のとおりであります。

１ 担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産は下記のとおりであります。

土地 3,226,957千円

建物及び構築物 551,984 

現金及び預金（定期預金） 150,000 

関係会社株式 168,490 

投資有価証券 18,549 

たな卸資産（販売用不動産） 272,515 

受取手形及び売掛金 584,976 

投資その他の資産（長期債権） 9,155 

計 4,982,628 
  

土地 2,052,665千円

建物及び構築物 518,605 

関係会社株式 999,354 

投資有価証券 19,895 

たな卸資産（販売用不動産） 1,353,569 

受取手形及び売掛金 593,818 

投資その他の資産（長期債権） 10,182 

計 5,548,091 
  

 担保付債務は、以下のとおりであります。  担保付債務は、以下のとおりであります。 

長期借入金 1,332,393千円

短期借入金 845,653 

一年内返済予定の長期借入金 410,389 

社債 50,000 

一年内償還予定の社債 150,000 

固定負債その他（長期未払金） 7,347 

計 2,795,784 
  

長期借入金 1,305,785千円

短期借入金 1,345,889 

一年内返済予定の長期借入金 419,711 

社債 90,000 

一年内償還予定の社債 272,000 

固定負債その他（長期未払金） 7,347 

計 3,440,734 
  

２ のれん及び負ののれんの表示 

 のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。 

２ のれん及び負ののれんの表示 

 のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。 

のれん 896,756千円

負ののれん 170,242 

差引 726,514 
  

のれん 793,546千円

負ののれん 158,081 

差引 635,464 
  

３ たな卸資産の費目及び金額は次のとおりであります。 ３ たな卸資産の費目及び金額は次のとおりであります。

商品 34,978千円

製品 44,957 

原材料 199,064 

仕掛品 480,618 

未成工事支出金 331,827 

販売用不動産 1,356,668 

貯蔵品 8,385 
  

商品 11,552千円

製品 62,597 

原材料 293,195 

仕掛品 447,789 

未成工事支出金 329,419 

販売用不動産 2,222,498 

貯蔵品 12,665 
  

４ 非連結子会社及び関連会社株式に対するものは次のと

おりであります。 

４ 非連結子会社及び関連会社株式に対するものは次のと

おりであります。 

関係会社株式 428,242千円
  

関係会社株式 425,242千円
  

５  受取手形割引高 84,991千円

営業外受取手形割引高 130,772 

受取手形裏書譲渡高 2,000 
  

５  受取手形割引高 130,295千円

営業外受取手形割引高 177,173 
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（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） 

１ 担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産は下記のとおりであります。

１ 担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産は下記のとおりであります。

土地 3,226,957千円

建物及び構築物 551,984 

現金及び預金（定期預金） 150,000 

関係会社株式 999,284 

投資有価証券 18,549 

たな卸資産（販売用不動産） 272,515 

受取手形及び売掛金 584,976 

投資その他の資産（長期債権） 9,155 

計 5,813,420 
  

土地 2,052,665千円

建物及び構築物 518,605 

関係会社株式 971,271 

投資有価証券 19,895 

たな卸資産（販売用不動産） 1,353,569 

受取手形及び売掛金 593,818 

投資その他の資産（長期債権） 10,182 

計 5,520,005 
  

 担保付債務は、以下のとおりであります。  担保付債務は、以下のとおりであります。 

長期借入金 1,332,393千円

短期借入金 845,653 

一年内返済予定の長期借入金 410,389 

社債 50,000 

一年内償還予定の社債 150,000 

固定負債その他（長期未払金） 7,347 

計 2,795,784 
  

長期借入金 1,305,785千円

短期借入金 1,345,889 

一年内返済予定の長期借入金 419,711 

社債 90,000 

一年内償還予定の社債 272,000 

固定負債その他（長期未払金） 7,347 

計 3,440,734 
  

２ のれん及び負ののれんの表示 

 のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。 

２ のれん及び負ののれんの表示 

 のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。 

のれん 123,659千円

負ののれん 182,716 

差引 △59,056 
  

のれん 64,761千円

負ののれん 172,971 

差引 △108,209 
  

３ たな卸資産の費目及び金額は次のとおりであります。 ３ たな卸資産の費目及び金額は次のとおりであります。

商品 34,978千円

製品 44,957 

原材料 199,064 

仕掛品 480,618 

未成工事支出金 331,827 

販売用不動産 1,356,668 

貯蔵品 8,385 
  

商品 11,552千円

製品 62,597 

原材料 293,195 

仕掛品 447,789 

未成工事支出金 329,419 

販売用不動産 2,222,498 

貯蔵品 12,665 
  

４ 非連結子会社及び関連会社株式に対するものは次のと

おりであります。 

４ 非連結子会社及び関連会社株式に対するものは次のと

おりであります。 

関係会社株式 1,927,726千円
  

関係会社株式 1,847,481千円
  

５  受取手形割引高 84,991千円

営業外受取手形割引高 130,772 

受取手形裏書譲渡高 2,000 
  

５  受取手形割引高 130,295千円

営業外受取手形割引高 177,173 

    
  

  

（連結包括利益計算書関係）  

（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） 

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 208,915千円

少数株主に係る包括利益 32,906 

計 241,822 
  

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 
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その他有価証券評価差額金 148,864千円

計 148,864 

  

（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） 

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 102,105千円

少数株主に係る包括利益 35,911 

計 138,016 
  

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 7,844千円

持分法適用会社に対する持分相当額 1,051 

計 8,895 

  

（セグメント情報等） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（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） 

  
製造供給事業
部門 
（千円） 

住宅関連事業
部門 
（千円） 

投資・流通サ
ービス事業部
門 
（千円） 

計 
  

（千円） 

消去又は全社 
  
（千円） 

連結 
  

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益   

売上高   

(1）外部顧客に対す

る売上高 
2,070,496 8,932,529 475,644 11,478,669 － 11,478,669

(2）セグメント間の

内部売上高又は振

替高 

－ 46,545 194,000 240,545 240,545 －

計 2,070,496 8,979,074 669,644 11,719,214 240,545 11,478,669

営業費用 2,045,656 8,412,872 480,507 10,939,035 △7,045 10,946,080

営業利益 24,840 566,202 189,137 780,179 247,590 532,589

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
  

資産 3,845,887 14,232,922 4,342,678 22,411,487 6,713,857 15,697,630

減価償却費 32,732 73,670 3,135 109,537 803 108,734

資本的支出 4,743 238,357 － 243,100 － 243,100

－後略－  

  

（訂正後） 

  
製造供給事業
部門 
（千円） 

住宅関連事業
部門 
（千円） 

投資・流通サ
ービス事業部
門 
（千円） 

計 
  

（千円） 

消去又は全社 
  
（千円） 

連結 
  

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益   

売上高   

(1）外部顧客に対す

る売上高 
2,070,496 8,932,529 475,644 11,478,669 － 11,478,669

(2）セグメント間の

内部売上高又は振
－ 46,545 194,000 240,545 240,545 －



－ 28 － 

替高 

計 2,070,496 8,979,074 669,644 11,719,214 240,545 11,478,669

営業費用 2,045,656 8,412,872 480,507 10,939,035 25,107 10,913,928

営業利益 24,840 566,202 189,137 780,179 215,438 564,741

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
  

資産 3,835,887 14,232,922 4,342,678 22,411,487 7,506,813 14,904,674

減価償却費 32,732 73,670 3,135 109,537 803 108,734

資本的支出 4,743 238,357 － 243,100 － 243,100

－後略－  

ｄ セグメント情報 

（訂正前）  

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 

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） 

（単位：千円） 

  報告セグメント 

  製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高  

外部顧客への売上高 2,070,496 8,932,529 475,644 11,478,669

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 46,545 194,000 240,545

計 2,070,496 8,979,074 669,644 11,719,214

セグメント利益 24,840 566,202 189,137 780,179

セグメント資産 2,387,035 14,232,922 4,342,678 20,952,635

その他の項目  

減価償却費 32,732 73,670 3,135 109,537

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

4,743 238,357 － 243,100
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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 

  製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高  

外部顧客への売上高 3,380,579 7,419,928 317,750 11,118,257

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 62,967 20,571 83,538

計 3,380,579 7,482,895 338,321 11,201,795

セグメント利益 84,143 637,172 34,566 755,881

セグメント資産 4,870,678 12,406,553 3,918,737 21,195,968

その他の項目  

減価償却費 31,523 79,138 2,554 113,215

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

16,718 465,794 59,948 542,460

  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 11,719,214 11,201,795

セグメント間取引消去 △240,545 △83,538

連結財務諸表の売上高 11,478,669 11,118,257

  

（単位：千円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 780,179 755,881

セグメント間取引消去 △145,197 5,103

のれんの償却額 △102,393 △102,393

連結財務諸表の営業利益 532,589 658,591

  

（単位：千円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 20,952,635 21,195,968

持分法適用会社への投資額  1,458,852 1,417,881

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △6,713,857 △7,271,546

連結財務諸表の資産合計 15,697,630 15,342,303

  

 （単位：千円） 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

その他の項目 前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

減価償却費 109,537 113,215 △803 195 108,734 113,410
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有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

243,100 542,460 － － 243,100 542,460

  －後略－ 

（訂正後）  

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 

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） 

（単位：千円） 

  報告セグメント 

  製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高  

外部顧客への売上高 2,070,496 8,932,529 475,644 11,478,669

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 46,545 194,000 240,545

計 2,070,496 8,979,074 669,644 11,719,214

セグメント利益 24,840 566,202 189,137 780,179

セグメント資産 2,377,035 14,232,922 4,342,678 20,952,635

その他の項目  

減価償却費 32,732 73,670 3,135 109,537

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

4,743 238,357 － 243,100

 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 

  製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高  

外部顧客への売上高 3,380,579 7,419,928 317,750 11,118,257

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 62,967 20,571 83,538

計 3,380,579 7,482,895 338,321 11,201,795

セグメント利益 84,143 637,172 34,566 755,881

セグメント資産 4,870,678 12,406,553 3,918,737 21,195,968

その他の項目  

減価償却費 31,523 79,138 2,554 113,215

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

16,718 465,794 59,948 542,460

  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 11,719,214 11,201,795

セグメント間取引消去 △240,545 △83,538
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連結財務諸表の売上高 11,478,669 11,118,257

  

（単位：千円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 780,179 755,881

セグメント間取引消去 △145,197 5,103

のれんの償却額 △70,240 △70,240

連結財務諸表の営業利益 564,741 690,743

  

（単位：千円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 20,952,635 21,195,968

持分法適用会社への投資額  1,417,796 1,378,051

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △7,465,757 △7,929,949

連結財務諸表の資産合計 14,904,674 14,644,070

  

 （単位：千円） 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

その他の項目 前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

減価償却費 109,537 113,215 △803 195 108,734 113,410

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

243,100 542,460 － － 243,100 542,460
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ｇ.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  

（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） 

  製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通 
サービス事業

全社・消去 合計 

当期償却額 67,148 35,245 － － 102,393

当期末残高 173,359 620,187 － － 793,546

  
 なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、
以下のとおりであります。 

  製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通 
サービス事業

全社・消去 合計 

当期償却額 － 12,160 － － 12,160

当期末残高 － 158,081 － － 158,081

  

（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） 

  製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通 
サービス事業

全社・消去 合計 

当期償却額 67,148 3,092 － － 70,240

当期末残高 173,359 49,484 － － 222,843

  
  なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、
以下のとおりであります。 

  製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通 
サービス事業

全社・消去 合計 

当期償却額 － 21,905 － － 21,905

当期末残高 － 331,053 － － 331,053

  

（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 9円48銭

１株当たり当期純利益金額 0円12銭
  

１株当たり純資産額 9円45銭

１株当たり当期純損失金額 △0円01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、潜在株式が存在していないために記載しておりませ

ん。 

 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、１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在して

いないために記載しておりません。 

  

 (注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、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） 55,954 △6,278

普通株主に属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 55,954 △6,278

期中平均株式数（千株） 450,160 450,155

  



－ 33 － 

（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 10円10銭

１株当たり当期純利益金額 0円22銭
  

１株当たり純資産額 10円8銭

１株当たり当期純利益金額 0円1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、潜在株式が存在していないために記載しておりませ

ん。 

 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、潜在株式が存在していないために記載しておりませ

ん。 

  

 (注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、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（千円） 101,067 3,851

普通株主に属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 101,067 3,851

期中平均株式数（千株） 450,160 450,155

  

 

 


