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（再訂正）「平成23年７月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成23年６月13日付「平成23年７月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」について、平成25

年７月26日付けで一部内容の訂正を行っておりますが、今般、さらに一部訂正個所が生じたため、再度訂正とな

りましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、訂正個所は下線にて表示しております。 

 

記 

 

  



 

再訂正箇所 
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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 

  （再訂正前） 

   ＜前略＞ 

 また、平成23年５月13日付で公表いたしましたとおり、当社のノンコア事業と位置付けていたアパレル事業を運営す

る株式会社ギルドホールディングスおよびギルドコーポレーション株式会社の株式を譲渡いたしました。これにより、

当第２四半期連結累計期間までに計上した投資有価証券評価損101,059千円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

39,909千円などの特別損失に加え、当第３四半期連結会計期間においてノンコア事業を運営していた子会社株式（株式

会社ギルドホールディングスおよびギルドコーポレーション株式会社）の譲渡に伴うのれん償却額719,907千円および子

会社株式（株式会社JPS）ののれん償却額80,599千円などを特別損失として計上したことにより、四半期純損失を計上す

ることとなりました。  

   ＜後略＞ 

  

  

  （再訂正後） 

   ＜前略＞ 

 また、平成23年５月13日付で公表いたしましたとおり、当社のノンコア事業と位置付けていたアパレル事業を運営す

る株式会社ギルドホールディングスおよびギルドコーポレーション株式会社の株式を譲渡いたしました。これにより、

第２四半期連結累計期間までに計上した投資有価証券評価損101,059千円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

39,909千円などの特別損失に加え、当第３四半期連結会計期間においてノンコア事業を運営していた子会社株式（株式

会社ギルドホールディングスおよびギルドコーポレーション株式会社）の譲渡に伴うのれん償却額707,576千円および子

会社株式（株式会社JPS）ののれん償却額92,930千円などを特別損失として計上したことにより、四半期純損失を計上す

ることとなりました。  

   ＜後略＞ 
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３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

  （再訂正前） 

   ＜前略＞ 

（単位：千円）

    
  

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年４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７月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 1,605,461 1,675,591

  短期借入金 ※1  2,249,243 ※1, ※2  2,434,000

  １年内返済予定の長期借入金 ※2  763,752 ※2  718,018

  未払金 382,550 397,674

  未払法人税等 60,954 126,923

  未払消費税等 70,933 15,358

  賞与引当金 19,000 8,379

  リース債務 44,341 56,539

  その他 129,696 135,897

  流動負債合計 5,325,933 5,568,381

   ＜後略＞ 

  

  

  （再訂正後） 

   ＜前略＞ 

（単位：千円）

    
  

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年４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７月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 1,605,461 1,675,591

  短期借入金 ※1  2,249,243 ※1, ※2  2,434,000

  １年内返済予定の長期借入金 ※2  763,752 ※2  718,018

  未払金 382,550 397,674

  未払法人税等 60,954 130,309

  未払消費税等 70,933 15,358

  賞与引当金 19,000 8,379

  リース債務 44,341 56,539

  その他 129,696 132,510

  流動負債合計 5,325,933 5,568,381

   ＜後略＞  
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３．四半期連結財務諸表 

（２）四半期連結損益計算書 

  （再訂正前） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

   
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年４月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成23年４月30日） 

売上高 9,725,052 12,456,733

売上原価 7,218,090 8,573,650

売上総利益 2,506,962 3,883,082

販売費及び一般管理費 

 給料及び手当 722,333 1,061,717

 地代家賃 345,307 607,720

 減価償却費 49,033 99,533

 のれん償却額 236,225 430,924

 貸倒引当金繰入額 206,850 127,105

 賞与引当金繰入額 20,107 17,490

 その他の販売費及び一般管理費 883,278 1,615,646

 販売費及び一般管理費合計 2,463,136 3,960,139

営業利益又は営業損失（△） 43,825 △77,057

営業外収益 

 受取利息 4,389 945

 デリバティブ利益 110 －

 受取保証料 17,630 42,538

 物品売却益 － 4,463

 その他 21,251 11,691

 営業外収益合計 43,382 59,638

営業外費用 

 支払利息 33,793 61,654

 支払手数料 10,224 11,277

 持分法による投資損失 24,340 －

 貸倒引当金繰入額 111,727 53,422

 その他 12,136 1,568

 営業外費用合計 192,222 127,923

経常損失（△） △105,015 △145,342

  

   ＜後略＞  

  



 

  （再訂正後） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

   
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年４月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成23年４月30日） 

売上高 9,725,052 12,456,733

売上原価 7,218,090 8,573,650

売上総利益 2,506,962 3,883,082

販売費及び一般管理費 

 給料及び手当 722,333 1,061,717

 地代家賃 345,307 607,720

 減価償却費 49,033 99,533

 のれん償却額 236,225 430,924

 貸倒引当金繰入額 206,850 127,105

 賞与引当金繰入額 20,107 17,490

 その他の販売費及び一般管理費 883,278 1,615,646

 販売費及び一般管理費合計 2,463,136 3,960,139

営業利益又は営業損失（△） 43,825 △77,057

営業外収益 

 受取利息 4,389 945

 デリバティブ利益 110 －

 受取保証料 28,532 42,538

 物品売却益 － 4,463

 その他 10,349 11,691

 営業外収益合計 43,382 59,638

営業外費用 

 支払利息 33,793 61,654

 支払手数料 10,224 11,277

 持分法による投資損失 24,340 －

 貸倒引当金繰入額 111,727 53,422

 その他 12,136 1,568

 営業外費用合計 192,222 127,923

経常損失（△） △105,015 △145,342

  

   ＜後略＞  

  

以上 

 


