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（訂正）「平成23年９月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成23年５月10日に発表し、平成25年12月26日に一部訂正した表記開示資料について

訂正がありましたので、下記のとおりお知らせします。訂正箇所は下線を付して表示しており

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。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

  サマリー情報 

 

＜訂正前＞ 

 

(1) 連結経営成績（累計）               （％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９月期第２四半期 1,304 1.0 △345 ― △227 ― 208 ― 
22年９月期第２四半期 1,291 △29,1 △335 ― △490 ― △853 ― 

 

 
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９月期第２四半期 △5 15 ― ― 
22年９月期第２四半期 △21 09 ― ― 

 

(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９月期第２四半期 9,037 7,824 86.6 193 48 
22年９月期 9,156 8,042 87.8 188 86 

（参考）自己資本  23 年９月期第２四半期 7,824 百万円   23 年９月期 8,042 百万円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜訂正後＞ 

 

(1) 連結経営成績（累計）               （％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９月期第２四半期 1,304 1.0 △345 ― △338 ― △319 ― 
22年９月期第２四半期 1,291 △29.1 △335 ― △490 ― △853 ― 

 

 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９月期第２四半期 △7 90 ― ― 
22年９月期第２四半期 △21 09 ― ― 

 

(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９月第期２四半期 8,926 7,714 86.4 190 76 
22年９月期 9,156 8,042 87.8 198 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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） 

経常損失74百万円（前年同四半期損失２億97百万円）、四半期純損失67百万円(前年同四半期純損失２億72

百万円)となりました。 

 

（訂正後） 

経常損失１億86百万円（前年同四半期損失２億97百万円）、四半期純損失１億79百万円(前年同四半期純損

失２億72百万円)となりました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産、負債、純資産の状況） 

（訂正前） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて１億19百万円減少し、90億37百万円

となりました。 

流動資産は３億31百万円増加し40億94百万円、固定資産は47百万円減少し49億43百万円となりました。 

＜省略＞ 

固定資産は、仮差押の解除による減少が5億67百万円あったため、全体として減少となりました。 

＜省略＞ 

 

 

（訂正後） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて２億30百万円減少し、89億26百万円

となりました。 

流動資産は３億31百万円増加し40億94百万円、固定資産は５億61百万円減少し48億32百万円となりました。 

＜省略＞ 

固定資産は、関係会社株式の減少が34百万円、仮差押の解除による減少が5億67百万円あったため、全体

として減少となりました。 

＜省略＞ 

    

    

    

    



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 23年３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９月 30日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産   

関係会社株式 1,137,428 1,061,022 

長期貸付金 246,900 168,300 

長期未収入金 1,168,954 1,162,604 

破産更生債権等 1,923,924 1,923,799 

仮差押 － 567,892 

その他 691,355 286,282 

貸倒引当金 △2,812,141 △2,374,398 

投資その他の資産合計 2,356,422 2,795,504 

固定資産合計 4,943,074 5,394,002 

 資産合計 9,037,453 9,156,454 

   

純資産の部   

 株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000 

資本剰余金 5,650,811 11,769,273 

利益剰余金 △661,469 △6,571,775 

自己株式 △604,076 △604,076 

株主資本合計 7,885,265 8,093,421 

 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,476 △27,456 

土地再評価差額金 △6,153 △6,153 

為替換算調整勘定 △30,009 △17,460 

評価・換算差額等合計 △60,638 △51,069 

純資産合計 7,824,626 8,042,351 

負債純資産合計 9,037,453 9,156,454 

 
 



（訂正後） 

  （単位：千円） 

 
当第２四半期連結会計期間末 

(平成 23年３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９月 30日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産   

関係会社株式 1,026,955 1,061,022 

長期貸付金 246,900 168,300 

長期未収入金 1,168,954 1,162,604 

破産更生債権等 1,923,924 1,923,799 

仮差押 － 567,892 

その他 691,355 286,282 

貸倒引当金 △2,812,141 △2,374,398 

投資その他の資産合計 2,245,949 2,795,504 

固定資産合計 4,832,601 5,394,002 

 資産合計 8,926,980 9,156,454 

   

純資産の部   

 株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000 

資本剰余金 5,650,811 11,769,273 

利益剰余金 △773,022 △6,571,775 

自己株式 △604,076 △604,076 

株主資本合計 7,773,713 8,093,421 

 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,476 △27,456 

土地再評価差額金 △6,153 △6,153 

為替換算調整勘定 △28,930 △17,460 

評価・換算差額等合計 △59,559 △51,069 

純資産合計 7,714,153 8,042,351 

負債純資産合計 8,926,980 9,156,454 

 



（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 10月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当第２四半期連結累計期間 

 (自 平成 22年 10月１日 

  至 平成 23年３月 31日) 

営業外収益   

受取利息 384 8,965 

受取配当金 － 1,028 

受取給付金 6,248 4,628 

持分法による投資利益 － 88,940 

投資不動産賃貸料 － 13,432 

その他 14,955 23,045 

営業外収益合計 21,588 140,041 

営業外費用   

 持分法による投資損失 148,448 ― 

 投資不動産賃貸費用 ― 18,568 

 その他 28,345 2,686 

 営業外費用合計 176,794 21,255 

経常損失（△） △490,492 △227,090 

   

税金等調整前四半期純損失（△） △847,586 △201,959 

   

四半期純損失（△） △853,119 △208,157 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 前第２四半期連結累計期間 

(自 平成 21年 10月１日 

至 平成 22年３月 31日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成 22年 10月１日 

至 平成 23年３月 31日) 

営業外収益   

受取利息 384 8,965 

受取配当金 － 1,028 

受取給付金 6,248 4,628 

投資不動産賃貸料 － 13,432 

その他 14,955 23,045 

営業外収益合計 21,588 51,098 

営業外費用   

 持分法による投資損失 148,448 22,612 

 投資不動産賃貸費用 ― 18,568 

 その他 28,345 2,686 

 営業外費用合計 176,794 43,866 

経常損失（△） △490,492 △338,642 

   

税金等調整前四半期純損失（△） △847,586 △313,510 

   

四半期純損失（△） △853,119 △319,708 

 



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 22年１月１日 

至 平成 22年３月 31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成 23年１月１日 

至 平成 23年３月 31日) 

   
営業外収益   

受取利息 355    4,070 

受取配当金 ― 1,028 

持分法による投資利益 ― 168,859 

投資不動産賃貸料 ― 6,865 

その他 5,485 15,120 

営業外収益合計 5,840 195,944 

   

経常損失（△） △297,204 △74,483 

   

税金等調整前四半期純損失（△） △273,804 △67,801 

   

四半期純損失（△） △272,922 △67,624 

 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 前第２四半期連結会計期間 

(自 平成 22年１月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当第２四半期連結会計期間 

 (自 平成 23年１月１日 

  至 平成 23年３月 31日) 

   

営業外収益   

受取利息 355    4,070 

受取配当金 ― 1,028 

持分法による投資利益 ― 57,307 

投資不動産賃貸料 ― 6,865 

その他 5,485 15,120 

営業外収益合計 5,840 84,390 

   

経常損失（△） △297,204 △186,035 

   

税金等調整前四半期純損失（△） △273,804 △179,353 

   

四半期純損失（△） △272,922 △179,176 

 
 

 



（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 10月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当第２四半期連結累計期間 

 (自 平成 22年 10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   

税金等調整前四半期純損失（△） △847,586 △201,959 

   

持分法による投資損益（△は益） 148,448 △88,940 

 

 （訂正後） 

  （単位：千円） 
 前第２四半期連結累計期間 

(自 平成 21年 10月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当第２四半期連結累計期間 

 (自 平成 22年 10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   

税金等調整前四半期純損失（△） △847,586 △313,510 

   

持分法による投資損益（△は益） 148,448 22,612 

 


