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平成24年5月18日 

各 位 

会  社  名  大都魚類株式会社 

代 表 者 名  取締役社長 加 茂 秀 樹 

  （コード：８０４４、東証第二部） 

問 合 せ 先  取締役総務部長 内 田 正 實 

  （TEL．03－5565－8112） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成23年3月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について 

 

平成23年5月16日に発表いたしました「平成23年3月期 決算短信[日本基準](連結)」の記載内容に一部

訂正がありましたのでお知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、＿下線を付しております。 

 訂正理由については、平成24年5月18日開示の「過年度有価証券報告書、決算短信等の一部訂正に関するお

知らせ」をご参照願います。 

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いたします。 

 

以上 
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＜ サマリー情報 ＞ 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

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 （％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 144,180 △3.0 38 △83.4 134 △40.6 △384 －

22年３月期 148,692 △3.0 234 △23.5 226 △15.2 122 78.4

（注）包括利益 23年３月期 △444 百万円 22年３月期 150 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 △12 21 － △3.2 0.4 0.0

22年３月期 3 89 － 1.0 0.7 0.2 
（参考）持分法投資損益 23年３月期 ― 百万円 22年３月期 ― 百万円 

 

(2）連結財政状態 

 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 33,060 11,781 35.2 369 42 

22年３月期 35,360 12,386 34.6 388 55   
（参考）自己資本 23年３月期 11,635百万円 22年３月期 12,239百万円 

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

23年３月期 311 △228 △679 3,351 

22年３月期 △955 1 1,560 3,948 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当率

（基準日） 期末 年間  (年間)  （連結）  （連結） 

 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年３月期 5 00 5 00 157 128.5 1.3

23年３月期 3 00 3 00 94 － 0.8

22年３月期（予想）  －  －  －

(注)平成24年3月期の配当については未定であり、配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 

 

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

平成24年3月期の連結業績予想については、現時点では合理的な算定が困難であるため未定であり、今後開示が可能となった時点で速や

かに開示する予定です。 
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４．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 

新規 －社 除外 －社  

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は添付資料Ｐ15「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期 31,622,740株 22年３月期 31,622,740株

② 期末自己株式数 23年３月期 125,615株 22年３月期 121,945株

③ 期中平均株式数 23年３月期 31,498,566株 22年３月期 31,502,430株

 

（参考）個別業績の概要 

１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

(1）個別経営成績 （％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 124,924 △4,3 31 △80.1 123 △23.6 △288 －

22年３月期 130,581 △1.3 158 △9.3 161 8.4 88 174.4

 

 
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

 円 銭 円 銭

23年３月期 △9 16 － 

22年３月期 2 81 － 

 

(2）個別財政状態 

 
 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 31,343 11,471 36.6 364 20 

22年３月期 33,306 11,965 35.9 379 84  
（参考）自己資本 23年３月期 11,471百万円 22年３月期 11,965百万円 

 平成24年3月期の個別業績予想については、現時点では合理的な算定が困難であるため未定であり、今後開示が可能となった時点で速や

かに開示する予定です。 

 

※監査手続きの実施状況に関する表示 

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表監査の監査手続が実施中です。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 

本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、不

確定要素が含まれていること、並びに、様々な要因により大きく異なる可能性があることにご留意ください。 
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（訂正後） 
（百万円未満切捨て） 

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 （％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 144,180 △3.0 △51 － 43 △72.9 △447 －

22年３月期 148,692 △3.0 167 △10.4 159 8.2 83 －

（注）包括利益 23年３月期 △508 百万円 22年３月期 110 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 22 － △3.8 0.1 0.0

22年３月期 2 64 － 0.7 0.5 0.1 
（参考）持分法投資損益 23年３月期 ― 百万円 22年３月期 ― 百万円 

 

(2）連結財政状態 

 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 33,262 11,463 34.0 359 34 

22年３月期 35,534 12,132 33.7 380 48  
（参考）自己資本 23年３月期 11,318百万円 22年３月期 11,985百万円 

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

23年３月期 311 △228 △679 3,351 

22年３月期 △955 1 1,560 3,948 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当率

（基準日） 期末 年間  (年間)  （連結）  （連結） 

 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年３月期 5 00 5 00 157 189.4 1.3

23年３月期 3 00 3 00 94 － 0.8

22年３月期（予想）  －  －  －

(注)平成24年3月期の配当については未定であり、配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 

 

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

平成24年3月期の連結業績予想については、現時点では合理的な算定が困難であるため未定であり、今後開示が可能となった時点で速や

かに開示する予定です。 



－ 5 － 
 

４．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 

新規 0社 除外 0社  

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は添付資料Ｐ15「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期 31,622,740株 22年３月期 31,622,740株

② 期末自己株式数 23年３月期 125,615株 22年３月期 121,945株

③ 期中平均株式数 23年３月期 31,498,566株 22年３月期 31,502,430株

 

（参考）個別業績の概要 

１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

(1）個別経営成績 （％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 124,924 △4.3 △59 － 32 △66.0 △352 －

22年３月期 130,581 △1.3 91 65.5 95 217.7 49 －

 

 
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

 円 銭 円 銭

23年３月期 △11 18 － 

22年３月期 1 57 － 

 

(2）個別財政状態 

 
 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 31,545 11,153 35,4 354 12 

22年３月期 33,481 11,711 35.0 371 77  
（参考）自己資本 23年３月期 11,153百万円 22年３月期 11,711百万円 

 平成24年3月期の個別業績予想については、現時点では合理的な算定が困難であるため未定であり、今後開示が可能となった時点で速や

かに開示する予定です。 

 

※監査手続きの実施状況に関する表示 

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表監査の監査手続が実施中です。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 

本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、不

確定要素が含まれていること、並びに、様々な要因により大きく異なる可能性があることにご留意ください。 
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【訂正箇所：２ページ】 

１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 

（訂正前） 

 ～前略～ 

 当社グループの当連結会計年度の営業成績は、売上高は1,441億80百万円となり、前連結会計年度に比べ3.0％の

減収になり、収益につきましても、売上総利益は75億46百万円となり6.6％の減益になりました。また、販売費及び

一般管理費の節減に努め4.3％減少しましたが、営業利益は38百万円となり83.4％の減益になりました。営業外損益

では金融収支が好転しましたが、経常利益は１億34百万円となり40.6％の減益になりました。特別損益では、特別

損失に貸倒引当金繰入額４億51百万円、震災による災害損失２億12百万円などを計上した結果、当期純損失は３億

84百万円となりました。 

 当連結会計年度におけるセグメント別の概況は次の通りであります。 

［水産物卸売業］ 

 主力商材のマグロをはじめ、鮮魚、冷凍魚、塩干加工品の全般的な売上不振から、取扱数量は16万4千トンとなり

6.7％の減少、売上高は1,306億54百万円となり4.6％の減収になりました。 

 また、在庫の圧縮などによる経費の削減に努めましたが、営業損失は77百万円となりました。 

 ～後略～ 

 

（訂正後） 

 ～前略～ 

 当社グループの当連結会計年度の営業成績は、売上高は1,441億80百万円となり、前連結会計年度に比べ3.0％の

減収になり、収益につきましても、売上総利益は75億46百万円となり6.6％の減益になりました。また、販売費及び

一般管理費の節減に努め4.0％減少しましたが、51百万円の営業損失になりました。営業外損益では金融収支が好転

しましたが、経常利益は43百万円となり72.9％の減益になりました。特別損益では、特別損失に貸倒引当金繰入額

４億51百万円、震災による災害損失２億12百万円などを計上した結果、当期純損失は４億47百万円となりました。 

 当連結会計年度におけるセグメント別の概況は次の通りであります。 

［水産物卸売業］ 

 主力商材のマグロをはじめ、鮮魚、冷凍魚、塩干加工品の全般的な売上不振から、取扱数量は16万4千トンとなり

6.7％の減少、売上高は1,306億54百万円となり4.6％の減収になりました。 

 また、在庫の圧縮などによる経費の削減に努めましたが、営業損失は１億68百万円となりました。 

 ～後略～ 
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【訂正箇所：３ページ】  

(2）財政状態に関する分析 

 （訂正前） 

  ～前略～ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

 自己資本比率（％） 35.5 38.1 36.8 34.6 35.2

 時価ベースの自己資本比率（％） 22.1 16.7 8.7 11.1 11.0

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
― 31.9 ― ― 3.8

  ～後略～ 

 

 

 （訂正後） 

  ～前略～ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

 自己資本比率（％） 35.0 37.6 36.0 33.7 34.0

 時価ベースの自己資本比率（％） 22.1 16.6 8.7 11.1 10.9

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
― 31.9 ― ― 3.8

  ～後略～ 
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【訂正箇所：６～７ページ】 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

 (訂正前)  

                                                                        （単位：百万円） 

          
前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,948 3,351

    受取手形及び売掛金 11,012 10,080

    商品及び製品 12,776 9,338

    原材料及び貯蔵品 75 262

    繰延税金資産 162 172

    その他 745 653

    貸倒引当金 △485 △420

    流動資産合計 28,235 23,438

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 4,441 4,405

        減価償却累計額 △2,504 △2,522

        建物及び構築物（純額） 1,937 1,882

      機械装置及び運搬具 532 558

        減価償却累計額 △421 △447

        機械装置及び運搬具（純額） 110 111

      土地 2,715 2,715

      建設仮勘定 － 76

      その他 547 578

        減価償却累計額 △392 △435

        その他（純額） 155 143

      有形固定資産合計 4,918 4,929

    無形固定資産 182 159

    投資その他の資産     

      投資有価証券 579 491

      長期貸付金 451 451

      長期未収金 － 2,779

      繰延税金資産 566 838

      その他 1,604 1,388

      貸倒引当金 △1,177 △1,416

      投資その他の資産合計 2,024 4,533

    固定資産合計 7,125 9,622

  資産合計 35,360 33,060
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前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 4,727 4,208

    短期借入金 14,850 14,370

    未払法人税等 15 22

    賞与引当金 17 16

    災害損失引当金 － 3

    その他 1,345 717

    流動負債合計 20,955 19,338

  固定負債     

    繰延税金負債 2 －

    退職給付引当金 832 834

    その他 1,183 1,106

    固定負債合計 2,018 1,940

  負債合計 22,974 21,279

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 2,628 2,628

    資本剰余金 1,628 1,628

    利益剰余金 7,844 7,302

    自己株式 △22 △22

    株主資本合計 12,078 11,536

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 160 99

    その他の包括利益累計額合計 160 99

  少数株主持分 146 145

  純資産合計 12,386 11,781

負債純資産合計 35,360 33,060



－ 10 － 

  

 (訂正後)                                                                         （単位：百万円） 

          
前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,948 3,351

    受取手形及び売掛金 11,012 10,080

    商品及び製品 12,776 9,338

    原材料及び貯蔵品 75 262

    繰延税金資産 162 172

    その他 745 653

    貸倒引当金 △485 △420

    流動資産合計 28,235 23,438

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 4,441 4,405

        減価償却累計額 △2,504 △2,522

        建物及び構築物（純額） 1,937 1,882

      機械装置及び運搬具 532 558

        減価償却累計額 △421 △447

        機械装置及び運搬具（純額） 110 111

      土地 2,715 2,715

      建設仮勘定 － 76

      その他 547 578

        減価償却累計額 △392 △435

        その他（純額） 155 143

      有形固定資産合計 4,918 4,929

    無形固定資産 182 159

    投資その他の資産     

      投資有価証券 579 491

      長期貸付金 451 451

      長期未収金 － 2,779

      繰延税金資産 741 1,040

      その他 1,604 1,388

      貸倒引当金 △1,177 △1,416

      投資その他の資産合計 2,199 4,735

    固定資産合計 7,299 9,824

  資産合計 35,534 33,262

              



－ 11 － 

  

      
前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 4,727 4,208

    短期借入金 14,850 14,370

    未払法人税等 15 22

    賞与引当金 17 16

    災害損失引当金 － 3

    その他 1,345 717

    流動負債合計 20,955 19,338

  固定負債     

    繰延税金負債 2 －

    退職給付引当金 1,260 1,353

    その他 1,183 1,106

    固定負債合計 2,446 2,460

  負債合計 23,402 21,798

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 2,628 2,628

    資本剰余金 1,628 1,628

    利益剰余金 7,590 6,894

    自己株式 △22 △22

    株主資本合計 11,824 11,218

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 160 99

    その他の包括利益累計額合計 160 99

  少数株主持分 146 145

  純資産合計 12,132 11,463

負債純資産合計 35,534 33,262

  



－ 12 － 

【訂正箇所：８ページ】 

（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:百万円)  

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日)

売上高 148,692 144,180

売上原価 140,613 136,634

売上総利益 8,079 7,546

販売費及び一般管理費 7,845 7,507

営業利益 234 38

営業外収益     

  受取利息 54 122

  受取配当金 20 21

  その他 29 34

  営業外収益合計 104 178

営業外費用     

  支払利息 106 83

  その他 5 0

  営業外費用合計 112 83

経常利益 226 134

特別利益     

  貸倒引当金戻入額 7 6

  工事負担金等受入額 18 －

  固定資産売却益 0 －

  その他 － 5

  特別利益合計 26 12

特別損失     

  貸倒引当金繰入額 － 451

  災害による損失 － 212

  役員退職慰労金 － 25

  ゴルフ会員権評価損 1 12

  割増退職金 6 －

  前期損益修正損 5 －

  その他 2 55

  特別損失合計 16 757

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 235 △610

法人税、住民税及び事業税 51 17

法人税等調整額 47 △244

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △383

少数株主利益 13 1

当期純利益又は当期純損失（△） 122 △384



－ 13 － 

  

 (訂正後)                                                                         （単位：百万円） 

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日)

売上高 148,692 144,180

売上原価 140,613 136,634

売上総利益 8,079 7,546

販売費及び一般管理費 7,911 7,598

営業利益又は営業損失（△） 167 △51

営業外収益     

  受取利息 54 122

  受取配当金 20 21

  その他 29 34

  営業外収益合計 104 178

営業外費用     

  支払利息 106 83

  その他 5 0

  営業外費用合計 112 83

経常利益 159 43

特別利益     

  貸倒引当金戻入額 7 6

  工事負担金等受入額 18 －

  固定資産売却益 0 －

  その他 － 5

  特別利益合計 26 12

特別損失     

  貸倒引当金繰入額 － 451

  災害による損失 － 212

  役員退職慰労金 － 25

  ゴルフ会員権評価損 1 12

  割増退職金 6 －

  前期損益修正損 5 －

  その他 2 55

  特別損失合計 16 757

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 169 △701

法人税、住民税及び事業税 51 17

法人税等調整額 20 △271

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △446

少数株主利益 13 1

当期純利益又は当期純損失（△） 83 △447

  



－ 14 － 

【訂正箇所：９ページ】 

  （連結包括利益計算書） 

(訂正前) 

                                             (単位:百万円) 

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △383

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － △61

  その他の包括利益合計 －  △61

包括利益 －  △444

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 － △445

  少数株主に係る包括利益 － 1

  

(訂正後) 

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △446

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － △61

  その他の包括利益合計 －  △61

包括利益 －  △508

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 － △509

  少数株主に係る包括利益 － 1

  



－ 15 － 

【訂正箇所：10～11ページ】 

  （３）連結株主資本等変動計算書 

  (訂正前) 

                                               (単位:百万円)  

        

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日)

株主資本     

  資本金     

    前期末残高 2,628 2,628

    当期末残高 2,628 2,628

  資本剰余金     

    前期末残高 1,628 1,628

    当期末残高 1,628 1,628

  利益剰余金     

    前期末残高 7,879 7,844

    当期変動額     

      剰余金の配当 △157 △157

      当期純利益又は当期純損失（△） 122 △384

      当期変動額合計 △35 △542

    当期末残高 7,844 7,302

  自己株式     

    前期末残高 △21 △22

    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △0

      当期変動額合計 △0 △0

    当期末残高 △22 △22

  株主資本合計     

    前期末残高 12,114 12,078

    当期変動額     

      剰余金の配当 △157 △157

      当期純利益又は当期純損失（△） 122 △384

      自己株式の取得 △0 △0

      当期変動額合計 △35 △542

    当期末残高 12,078 11,536

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 146 160

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 △61

      当期変動額合計 14 △61

    当期末残高 160 99

  その他の包括利益累計額合計     

    前期末残高 146 160

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 △61

      当期変動額合計 14 △61

    当期末残高 160 99



－ 16 － 

  

      

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日)

少数株主持分     

  前期末残高 135 146

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △0

    当期変動額合計 11 △0

  当期末残高 146 145

純資産合計     

  前期末残高 12,396 12,386

  当期変動額     

    剰余金の配当 △157 △157

    当期純利益又は当期純損失（△） 122 △384

    自己株式の取得 △0 △0

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 △62

    当期変動額合計 △9 △604

  当期末残高 12,386 11,781

          



－ 17 － 

  

  (訂正後)                                                                          （単位：百万円） 

        

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日)

株主資本     

  資本金     

    前期末残高 2,628 2,628

    当期末残高 2,628 2,628

  資本剰余金     

    前期末残高 1,628 1,628

    当期末残高 1,628 1,628

  利益剰余金     

    前期末残高 7,664 7,590

    当期変動額     

      剰余金の配当 △157 △157

      当期純利益又は当期純損失（△） 83 △447

      当期変動額合計 △74 △605

    当期末残高 7,590 △6,984

  自己株式     

    前期末残高 △21 △22

    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △0

      当期変動額合計 △0 △0

    当期末残高 △22 △22

  株主資本合計     

    前期末残高 11,899 11,824

    当期変動額     

      剰余金の配当 △157 △157

      当期純利益又は当期純損失（△） 83 △447

      自己株式の取得 △0 △0

      当期変動額合計 △74 △605

    当期末残高 11,824 11,218

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 146 160

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 △61

      当期変動額合計 14 △61

    当期末残高 160 99

  その他の包括利益累計額合計     

    前期末残高 146 160

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 △61

      当期変動額合計 14 △61

    当期末残高 160 99



－ 18 － 

  

      

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日)

少数株主持分     

  前期末残高 135 146

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △0

    当期変動額合計 11 △0

  当期末残高 146 145

純資産合計     

  前期末残高 12,181 12,132

  当期変動額     

    剰余金の配当 △157 △157

    当期純利益又は当期純損失（△） 83 △447

    自己株式の取得 △0 △0

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 △62

    当期変動額合計 △49 △668

  当期末残高 12,132 11,463

          

  



－ 19 － 

【訂正箇所：12ページ】 

  （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 (訂正前) 

                                              (単位:百万円)  

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31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（△） 
235 △610

  減価償却費 221 218

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △149 172

  受取利息及び受取配当金 △74 △143

  支払利息 106 83

  売上債権の増減額（△は増加） 433 1,126

  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,045 544

  仕入債務の増減額（△は減少） △114 △518

  固定資産売却損益（△は益） 0 －

  その他 376 △627

  小計 △1,010 245

  利息及び配当金の受取額 74 143

  利息の支払額 △106 △83

  法人税等の支払額 △55 △14

  法人税等の還付額 143 19

  営業活動によるキャッシュ・フロー △955 311

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  投資有価証券の取得による支出 △2 △8

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △103 △223

  有形及び無形固定資産の売却による収入 1 －

  短期貸付金の増減額（△は増加） 105 2

  その他 － 1

  投資活動によるキャッシュ・フロー 1 △228

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増減額（△は減少） 1,670 △480

  配当金の支払額 △157 △157

  その他 48 △42

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,560 △679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 606 △596

現金及び現金同等物の期首残高 3,341 3,948

現金及び現金同等物の期末残高 3,948 3,351

        



－ 20 － 

(訂正後) 

 (単位:百万円) 

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31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（△） 
169 △701

  減価償却費 221 218

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △149 172

  受取利息及び受取配当金 △74 △143

  支払利息 106 83

  売上債権の増減額（△は増加） 433 1,126

  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,045 544

  仕入債務の増減額（△は減少） △114 △518

  固定資産売却損益（△は益） 0 －

  その他 442 △536

  小計 △1,010 245

  利息及び配当金の受取額 74 143

  利息の支払額 △106 △83

  法人税等の支払額 △55 △14

  法人税等の還付額 143 19

  営業活動によるキャッシュ・フロー △955 311

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  投資有価証券の取得による支出 △2 △8

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △103 △223

  有形及び無形固定資産の売却による収入 1 －

  短期貸付金の増減額（△は増加） 105 2

  その他 － 1

  投資活動によるキャッシュ・フロー 1 △228

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増減額（△は減少） 1,670 △480

  配当金の支払額 △157 △157

  その他 48 △42

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,560 △679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 606 △596

現金及び現金同等物の期首残高 3,341 3,948

現金及び現金同等物の期末残高 3,948 3,351

          



－ 21 － 

【訂正箇所：16ページ】 

注記事項 

（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費目及び金額は

次の通りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

販売諸掛 576百万円

保管料及び運搬費 1,965 〃 

市場使用料  459 〃 

完納・出荷奨励金 368 〃 

給料及び賞与 2,407 〃 

賞与引当金繰入額 13 〃 

退職給付費用 209 〃 

減価償却費 102 〃 
  

販売諸掛 599百万円

保管料及び運搬費 1,671 〃 

市場使用料 454 〃 

完納・出荷奨励金 281 〃 

給料及び賞与 2,411 〃 

賞与引当金繰入額 13 〃 

退職給付費用 204 〃 

減価償却費 99 〃 

※２ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円
  

―― 

―― ※３ 貸倒引当金繰入額の内容は、マグロ養殖業者のマリ

カルチュラ社宛の長期貸付金に対して、回収可能性

を検討し計上したものであります。 

―― ※４ 災害による損失の内容は、次の通りであります。 

  

商品滅失損 187百万円

その他 24 〃 

  計 212 〃 

   



－ 22 － 

 (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費目及び金額は

次の通りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

販売諸掛 576百万円

保管料及び運搬費 1,965 〃 

市場使用料  459 〃 

完納・出荷奨励金 368 〃 

給料及び賞与 2,407 〃 

賞与引当金繰入額 13 〃 

退職給付費用 276 〃 

減価償却費 102 〃 
  

販売諸掛 599百万円

保管料及び運搬費 1,671 〃 

市場使用料 454 〃 

完納・出荷奨励金 281 〃 

給料及び賞与 2,411 〃 

賞与引当金繰入額 13 〃 

退職給付費用 297 〃 

減価償却費 99 〃 

※２ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円
  

―― 

―― ※３ 貸倒引当金繰入額の内容は、マグロ養殖業者のマリ

カルチュラ社宛の長期貸付金に対して、回収可能性

を検討し計上したものであります。 

―― ※４ 災害による損失の内容は、次の通りであります。 

  

商品滅失損 187百万円

その他 24 〃 

  計 212 〃 

 

 

 

 

【訂正箇所：16ページ】 

  （連結包括利益計算書関係） 

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)  

※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 136百万円

少数株主に係る包括利益 13 〃 

計 150 〃 
～後略～  

  

(訂正後) 

※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 97百万円

少数株主に係る包括利益 13 〃 

計 110 〃 
～後略～ 



－ 23 － 

【訂正箇所：18ページ】 

（セグメント情報等） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 (訂正前) 

科目 
水産物卸売業
（百万円） 

不動産賃貸業
（百万円）

水産物その他事
業（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 136,990 300 11,401 148,692 ― 148,692

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,985 25 2,523 4,533 (4,533)     ― 

計 138,976 325 13,924 153,226 (4,533) 148,692

営業費用 138,929 201 13,862 152,992 (4,533) 148,458

営業利益 47 124 62 234 (―) 234

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
   

資産 30,990 1,524 2,845 35,360     ― 35,360

減価償却費 77 49 94 221 ― 221

資本的支出 228 3 82 314     ― 314

 ～注略～ 

 

  

 (訂正後) 

科目 
水産物卸売業
（百万円） 

不動産賃貸業
（百万円）

水産物その他事
業（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 136,990 300 11,401 148,692 ― 148,692

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,985 25 2,523 4,533 (4,533)     ― 

計 138,976 325 13,924 153,226 (4,533) 148,692

営業費用 138,995 201 13,862 153,058 (4,533) 148,524

営業利益又は営業損失

(△) 
△19 124 62 167 (―) 167

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
   

資産 31,164 1,524 2,845 35,534     ― 35,534

減価償却費 77 49 94 221 ― 221

資本的支出 228 3 82 314     ― 314

 ～注略～ 

  



－ 24 － 

【訂正箇所：19ページ】 

ｄ．セグメント情報 

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） 

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：百万円） 

  水産物卸売 不動産賃貸 水産物その他 合計 

売上高  

外部顧客への売上高 130,654 271 13,254 144,180

セグメント間の内部売上高又は振替高 2,237 17 2,200 4,455

計 132,891 288 15,455 148,636

セグメント利益又はセグメント損失（△） △77 91 25 38

セグメント資産 28,969 1,486 2,605 33,060

その他の項目  

減価償却費 78 48 91 218

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 60 85 78 223

  

(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：百万円） 

  水産物卸売 不動産賃貸 水産物その他 合計 

売上高  

外部顧客への売上高 130,654 271 13,254 144,180

セグメント間の内部売上高又は振替高 2,237 17 2,200 4,455

計 132,891 288 15,455 148,636

セグメント利益又はセグメント損失（△） △168 91 25 △51

セグメント資産 29,171 1,486 2,605 33,262

その他の項目  

減価償却費 78 48 91 218

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 60 85 78 223



－ 25 － 

【訂正箇所：20 ページ】 

（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 388円55銭

１株当たり当期純利益金額 3円89銭
  

１株当たり純資産額 369円42銭

１株当たり当期純損失金額（△） △12円21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、潜在株式がないため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、潜在株式がないため記

載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎 

項目 
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（△）（百万円） 122 △384 

普通株主に帰属しない金額（百万円）     ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 122 △384 

普通株式の期中平均株式数（株） 31,502,430 31,498,566 

  

 

 (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 380円48銭

１株当たり当期純利益金額 2円64銭
  

１株当たり純資産額 359円34銭

１株当たり当期純損失金額（△） △14円22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、潜在株式がないため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、潜在株式がないため記

載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎 

項目 
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（△）（百万円） 83 △447 

普通株主に帰属しない金額（百万円）     ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 83 △447 

普通株式の期中平均株式数（株） 31,502,430 31,498,566 



－ 26 － 

【訂正箇所：21～23ページ】 

５．財務諸表 

（１）貸借対照表 

(訂正前) 

                                                                          （単位：百万円）  

          
前事業年度 当事業年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,402 2,904

    受取手形 283 237

    売掛金 9,375 8,909

    商品及び製品 12,317 8,928

    前払費用 118 124

    未収消費税等 － 74

    関係会社短期貸付金 1,163 991

    繰延税金資産 156 164

    その他 236 208

    貸倒引当金 △415 △336

    流動資産合計 26,638 22,207

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 3,816 3,815

        減価償却累計額 △2,003 △2,054

        建物（純額） 1,813 1,760

      構築物 46 46

        減価償却累計額 △41 △42

        構築物（純額） 4 3

      機械及び装置 84 100

        減価償却累計額 △34 △48

        機械及び装置（純額） 49 52

      車両運搬具 0 0

        減価償却累計額 △0 △0

        車両運搬具（純額） 0 0

      工具、器具及び備品 338 365

        減価償却累計額 △305 △317

        工具、器具及び備品（純額） 33 47

      土地 2,603 2,603

      リース資産 122 126

        減価償却累計額 △23 △48

        リース資産（純額） 99 77

      有形固定資産合計 4,604 4,545

    無形固定資産     

      借地権 59 59

      ソフトウエア 2 1

      リース資産 92 74

      その他 12 16

      無形固定資産合計 167 151



－ 27 － 

  

        
前事業年度 当事業年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 505 433

      関係会社株式 153 153

      長期貸付金 451 451

      従業員に対する長期貸付金 4 4

      破産更生債権等 1,417 1,223

      長期前払費用 7 6

      長期未収金 － 2,779

      繰延税金資産 439 712

      その他 76 73

      貸倒引当金 △1,158 △1,398

      投資その他の資産合計 1,896 4,439

    固定資産合計 6,668 9,136

  資産合計 33,306 31,343

負債の部     

  流動負債     

    受託販売未払金 439 320

    買掛金 3,794 3,437

    短期借入金 14,400 14,000

    リース債務 51 53

    未払金 1 1

    未払費用 470 314

    未払法人税等 10 8

    未払消費税等 341 －

    預り金 62 58

    災害損失引当金 － 3

    流動負債合計 19,571 18,198

  固定負債     

    預り保証金 855 838

    リース債務 150 105

    退職給付引当金 673 664

    その他 91 66

    固定負債合計 1,770 1,674

  負債合計 21,341 19,872

            



－ 28 － 

  

          
前事業年度 当事業年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 2,628 2,628

    資本剰余金     

      資本準備金 1,627 1,627

      資本剰余金合計 1,627 1,627

    利益剰余金     

      利益準備金 494 494

      その他利益剰余金     

        建物圧縮積立金 58 56

        土地圧縮積立金 95 95

        別途積立金 6,616 6,616

        繰越利益剰余金 307 △135

      利益剰余金合計 7,573 7,126

    自己株式 △22 △22

    株主資本合計 11,807 11,360

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 157 110

    評価・換算差額等合計 157 110

  純資産合計 11,965 11,471

負債純資産合計 33,306 31,343

              



－ 29 － 

  

訂正後                                                                            （単位：百万円） 

          
前事業年度 当事業年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,402 2,904

    受取手形 283 237

    売掛金 9,375 8,909

    商品及び製品 12,317 8,928

    前払費用 118 124

    未収消費税等 － 74

    関係会社短期貸付金 1,163 991

    繰延税金資産 156 164

    その他 236 208

    貸倒引当金 △415 △336

    流動資産合計 26,638 22,207

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 3,816 3,815

        減価償却累計額 △2,003 △2,054

        建物（純額） 1,813 1,760

      構築物 46 46

        減価償却累計額 △41 △42

        構築物（純額） 4 3

      機械及び装置 84 100

        減価償却累計額 △34 △48

        機械及び装置（純額） 49 52

      車両運搬具 0 0

        減価償却累計額 △0 △0

        車両運搬具（純額） 0 0

      工具、器具及び備品 338 365

        減価償却累計額 △305 △317

        工具、器具及び備品（純額） 33 47

      土地 2,603 2,603

      リース資産 122 126

        減価償却累計額 △23 △48

        リース資産（純額） 99 77

      有形固定資産合計 4,604 4,545

    無形固定資産     

      借地権 59 59

      ソフトウエア 2 1

      リース資産 92 74

      その他 12 16

      無形固定資産合計 167 151



－ 30 － 

  

        
前事業年度 当事業年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 505 433

      関係会社株式 153 153

      長期貸付金 451 451

      従業員に対する長期貸付金 4 4

      破産更生債権等 1,417 1,223

      長期前払費用 7 6

      長期未収金 － 2,779

      繰延税金資産 613 914

      その他 76 73

      貸倒引当金 △1,158 △1,398

      投資その他の資産合計 2,070 4,641

    固定資産合計 6,843 9,338

  資産合計 33,481 31,545

負債の部     

  流動負債     

    受託販売未払金 439 320

    買掛金 3,794 3,437

    短期借入金 14,400 14,000

    リース債務 51 53

    未払金 1 1

    未払費用 470 314

    未払法人税等 10 8

    未払消費税等 341 －

    預り金 62 58

    災害損失引当金 － 3

    流動負債合計 19,571 18,198

  固定負債     

    預り保証金 855 838

    リース債務 150 105

    退職給付引当金 1,101 1,183

    その他 91 66

    固定負債合計 2,198 2,193

  負債合計 21,770 20,391

            



－ 31 － 

  

          
前事業年度 当事業年度 

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 2,628 2,628

    資本剰余金     

      資本準備金 1,627 1,627

      資本剰余金合計 1,627 1,627

    利益剰余金     

      利益準備金 494 494

      その他利益剰余金     

        建物圧縮積立金 58 56

        土地圧縮積立金 95 95

        別途積立金 6,616 6,616

        繰越利益剰余金 53 △453

      利益剰余金合計 7,318 6,809

    自己株式 △22 △22

    株主資本合計 11,553 11,043

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 157 110

    評価・換算差額等合計 157 110

  純資産合計 11,711 11,153

負債純資産合計 33,481 31,545

              



－ 32 － 

【訂正箇所：24ページ】 

 （２）損益計算書 

（訂正前） 

                                        （単位：百万円）  

      

前事業年度 当事業年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日) 

売上高     

  受託品売上高 36,608 31,917

  買付品売上高 93,654 92,718

  不動産賃貸収入 317 288

  売上高合計 130,581 124,924

売上原価     

  受託品売上原価 34,610 30,170

  買付品売上原価     

    商品期首たな卸高 10,198 12,317

    当期商品仕入高 91,283 84,896

    合計 101,481 97,213

    商品期末たな卸高 12,317 8,791

    買付品売上原価 89,164 88,421

  不動産賃貸収入原価 189 196

  売上原価合計 123,964 118,789

売上総利益 6,617 6,135

販売費及び一般管理費 6,459 6,103

営業利益 158 31

営業外収益     

  受取利息 63 130

  受取配当金 22 23

  その他 17 13

  営業外収益合計 103 168

営業外費用     

  支払利息 100 76

  その他 0 －

  営業外費用合計 100 76

経常利益 161 123

特別利益     

  貸倒引当金戻入額 15 19

  その他 － 5

  特別利益合計 15 24

特別損失     

  貸倒引当金繰入額 － 451

  災害による損失 － 211

  ゴルフ会員権評価損 1 0

  割増退職金 6 －

  その他 0 17

  特別損失合計 9 681

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 166 △533

法人税、住民税及び事業税 37 4

法人税等調整額 40 △249

法人税等合計 78 △245

当期純利益又は当期純損失（△） 88 △288



－ 33 － 

 （訂正後） 

                                        （単位：百万円） 

      

前事業年度 当事業年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日) 

売上高     

  受託品売上高 36,608 31,917

  買付品売上高 93,654 92,718

  不動産賃貸収入 317 288

  売上高合計 130,581 124,924

売上原価     

  受託品売上原価 34,610 30,170

  買付品売上原価     

    商品期首たな卸高 10,198 12,317

    当期商品仕入高 91,283 84,896

    合計 101,481 97,213

    商品期末たな卸高 12,317 8,791

    買付品売上原価 89,164 88,421

  不動産賃貸収入原価 189 196

  売上原価合計 123,964 118,789

売上総利益 6,617 6,135

販売費及び一般管理費 6,525 6,194

営業利益又は営業損失（△） 91 △59

営業外収益     

  受取利息 63 130

  受取配当金 22 23

  その他 17 13

  営業外収益合計 103 168

営業外費用     

  支払利息 100 76

  その他 0 －

  営業外費用合計 100 76

経常利益 95 32

特別利益     

  貸倒引当金戻入額 15 19

  その他 － 5

  特別利益合計 15 24

特別損失     

  貸倒引当金繰入額 － 451

  災害による損失 － 211

  ゴルフ会員権評価損 1 0

  割増退職金 6 －

  その他 0 17

  特別損失合計 9 681

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 100 △624

法人税、住民税及び事業税 37 4

法人税等調整額 13 △276

法人税等合計 51 △272

当期純利益又は当期純損失（△） 49 △352

          



－ 34 － 

【訂正箇所：25～26ページ】 

（３）株主資本等変動計算書 

(訂正前)  

                                              (単位:百万円)  

            

前事業年度 当事業年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日) 

株主資本     

  資本金     

    前期末残高 2,628 2,628

    当期末残高 2,628 2,628

  資本剰余金     

    資本準備金     

      前期末残高 1,627 1,627

      当期末残高 1,627 1,627

  利益剰余金     

    利益準備金     

      前期末残高 494 494

      当期末残高 494 494

    その他利益剰余金     

      建物圧縮積立金     

        前期末残高 61 58

        当期変動額     

          建物圧縮積立金の取崩 △2 △2

          当期変動額合計 △2 △2

        当期末残高 58 56

      土地圧縮積立金     

        前期末残高 95 95

        当期末残高 95 95

      別途積立金     

        前期末残高 6,616 6,616

        当期末残高 6,616 6,616

      繰越利益剰余金     

        前期末残高 373 307

        当期変動額     

          剰余金の配当 △157 △157

          当期純利益又は当期純損失（△） 88 △288

          建物圧縮積立金の取崩 2 2

          当期変動額合計 △65 △443

        当期末残高 307 △135

    利益剰余金合計     

      前期末残高 7,642 7,573

      当期変動額     

        剰余金の配当 △157 △157

        当期純利益又は当期純損失（△） 88 △288

        当期変動額合計 △68 △446

      当期末残高 7,573 7,126

  



－ 35 － 

        

前事業年度 当事業年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日) 

  自己株式     

    前期末残高 △21 △22

    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △0

      当期変動額合計 △0 △0

    当期末残高 △22 △22

 株主資本合計     

    前期末残高 11,876 11,807

    当期変動額     

      剰余金の配当 △157 △157

      当期純利益又は当期純損失（△） 88 △288

      自己株式の取得 △0 △0

      当期変動額合計 △69 △446

    当期末残高 11,807 11,360

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 151 157

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
5 △47

      当期変動額合計 5 △47

    当期末残高 157 110

  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 151 157

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
5 △47

      当期変動額合計 5 △47

    当期末残高 157 110

純資産合計     

  前期末残高 12,028 11,965

  当期変動額     

    剰余金の配当 △157 △157

    当期純利益又は当期純損失（△） 88 △288

    自己株式の取得 △0 △0

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △47

    当期変動額合計 △63 △493

  当期末残高 11,965 11,471

            



－ 36 － 

 (訂正後) 

 （単位：百万円） 

            

前事業年度 当事業年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日) 

株主資本     

  資本金     

    前期末残高 2,628 2,628

    当期末残高 2,628 2,628

  資本剰余金     

    資本準備金     

      前期末残高 1,627 1,627

      当期末残高 1,627 1,627

  利益剰余金     

    利益準備金     

      前期末残高 494 494

      当期末残高 494 494

    その他利益剰余金     

      建物圧縮積立金     

        前期末残高 61 58

        当期変動額     

          建物圧縮積立金の取崩 △2 △2

          当期変動額合計 △2 △2

        当期末残高 58 56

      土地圧縮積立金     

        前期末残高 95 95

        当期末残高 95 95

      別途積立金     

        前期末残高 6,616 6,616

        当期末残高 6,616 6,616

      繰越利益剰余金     

        前期末残高 158 53

        当期変動額     

          剰余金の配当 △157 △157

          当期純利益又は当期純損失（△） 49 △352

          建物圧縮積立金の取崩 2 2

          当期変動額合計 △105 △506

        当期末残高 53 △453

    利益剰余金合計     

      前期末残高 7,427 7,318

      当期変動額     

        剰余金の配当 △157 △157

        当期純利益又は当期純損失（△） 49 △352

        当期変動額合計 △108 △509

      当期末残高 7,318 6,809

  自己株式     

    前期末残高 △21 △22

    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △0

      当期変動額合計 △0 △0

    当期末残高 △22 △22

                



－ 37 － 

  

        

前事業年度 当事業年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年３月31日)  至 平成23年３月31日) 

  株主資本合計     

    前期末残高 11,661 11,553

    当期変動額     

      剰余金の配当 △157 △157

      当期純利益又は当期純損失（△） 49 △352

      自己株式の取得 △0 △0

      当期変動額合計 △108 △509

    当期末残高 11,553 11,043

評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 151 157

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
5 △47

      当期変動額合計 5 △47

    当期末残高 157 110

  評価・換算差額等合計     

    前期末残高 151 157

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
5 △47

      当期変動額合計 5 △47

    当期末残高 157 110

純資産合計     

  前期末残高 11,813 11,711

  当期変動額     

    剰余金の配当 △157 △157

    当期純利益又は当期純損失（△） 49 △352

    自己株式の取得 △0 △0

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △47

    当期変動額合計 △102 △557

  当期末残高 11,711 11,153

            

  


