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（訂正）「平成25年９月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

当社は、平成25年２月８日に発表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 ％ 

25年９月期第１四半期 1,159 31.0 8 ― △26 ― 46 ― 
24年９月期第１四半期 885 14.8 △41 ― △246 ― △248 ― 
（注）包括利益  25 年９月期第１四半期 62 百万円（―％） 24 年９月期第１四半期 △248 百万円（―％） 

 

 
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 

25年９月期第１四半期 △1 14 ― ― 
24年９月期第１四半期 6 14 ― ― 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

25年９月期第１四半期 8,525 7,467 87.6 
24年９月期 8,631 7,405 85.8 

（参考）自己資本  25 年９月期第１四半期 7,467 百万円 24 年９月期 7,405 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 ％ 

25年９月期第１四半期 1,159 31.0 8 ― △21 ― 51 ― 
24年９月期第１四半期 885 14.8 △41 ― △243 ― △244 ― 
（注）包括利益  25 年９月期第１四半期 66 百万円（―％） 24 年９月期第１四半期 △245 百万円（―％） 

 

 
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 

25年９月期第１四半期 △1 27 ― ― 
24年９月期第１四半期 6 05 ― ― 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

25年９月期第１四半期 8,468 7,410 87.5 
24年９月期 8,569 7,343 85.7 

（参考）自己資本  25 年９月期第１四半期 7,410 百万円 24 年９月期 7,343 百万円 

 



１．当四半期決算に関する定性的情報 
 

（訂正前） 

(1)連結経営成績に関する定性的情報 

  ＜省略＞ 

 経常損益に関しましては、営業外費用で持分法による投資損失を39百万円計上いたしました。 

 さらに、純損益につきましては、固定資産（賃貸用不動産、及び福島空港GOLF CLUBの土地・建物）の

譲渡を実施したため、特別利益98百万円が発生し、四半期純利益の計上となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高11億59百万円（前年同四半期売上高８億85百

万円）、営業利益８百万円（前年同四半期営業損失41百万円）、経常損失26百万円（前年同四半期経常

損失２億46百万円）、四半期純利益46百万円（前年同四半期 四半期純損失２億48百万円）となりまし

た。 

 

（訂正後） 

(1)連結経営成績に関する定性的情報 

 ＜省略＞ 

 経常損益に関しましては、営業外費用で持分法による投資損失を34百万円計上いたしました。 

 さらに、純損益につきましては、固定資産（賃貸用不動産、及び福島空港GOLF CLUBの土地・建物）の

譲渡を実施したため、特別利益98百万円が発生し、四半期純利益の計上となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高11億59百万円（前年同四半期売上高８億85百万

円）、営業利益８百万円（前年同四半期営業損失41百万円）、経常損失21百万円（前年同四半期経常損

失２億43百万円）、四半期純利益51百万円（前年同四半期 四半期純損失２億44百万円）となりました。 



（訂正前） 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

 当第１四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１億５百万円減少し、85億25百

万円となりました。流動資産は７億59百万円増加し45億89百万円、固定資産は８億65百万円減少し39

億36百万円となりました。 

 

＜省略＞ 

 

固定資産の減少の内訳は、有形固定資産の減少７億18百万円、無形固定資産の減少０百万円、及び

投資その他の資産の減少１億46百万円であります。そのうち、有形固定資産減少の主な要因は、賃貸

用不動産及び福島空港GOLF CLUBの土地・建物の譲渡により建物及び構築物が２億３百万円減少し、土

地が５億17百万円減少したことによります。投資その他の資産減少の主な要因は、持分法による投資

損失等により関係会社株式が45百万円減少したことによります。 

 

＜省略＞ 

 

③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて62百万円増加し、74億67

百万円となりました。純資産増加の主な要因は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加であり

ます。 



（訂正後） 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

  当第１四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１億1百万円減少し、84億68

百万円となりました。流動資産は７億59百万円増加し45億89百万円、固定資産は８億60百万円減少し

38億79百万円となりました。 

 

＜省略＞ 

 

固定資産の減少の内訳は、有形固定資産の減少７億18百万円、無形固定資産の減少０百万円、及び

投資その他の資産の減少１億46百万円であります。そのうち、有形固定資産減少の主な要因は、賃貸

用不動産及び福島空港GOLF CLUBの土地・建物の譲渡により建物及び構築物が２億３百万円減少し、土

地が５億17百万円減少したことによります。投資その他の資産減少の主な要因は、持分法による投資

損失等により関係会社株式が41百万円減少したことによります。 

 

＜省略＞ 

 

③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて67百万円増加し、74億10

百万円となりました。純資産増加の主な要因は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加であり

ます。 



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） 

 前連結会計年度 

(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

 (平成24年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産   

関係会社株式 800,202 754,455 

長期貸付金 343,350 331,950 

その他 284,340 235,170 

貸倒引当金 △307,285 △347,005 

投資その他の資産合計 1,120,607 974,570 

固定資産合計 4,801,521 3,936,339 

 資産合計 8,631,311 8,525,866 

   

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 4,577,779 

利益剰余金 △1,093,658 25,618 

自己株式 △604,076 △604,076 

株主資本合計 7,453,076 7,499,321 

 その他包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △22,105 △78 

為替換算調整勘定 △25,635 △31,650 

その他包括利益累計額合計 △47,740 △31,728 

純資産合計 7,405,335 7,467,593 

負債純資産合計 8,631,311 8,525,866 

 



（訂正後） 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

 (平成24年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産   

関係会社株式 738,202 697,168 

長期貸付金 343,350 331,950 

その他 284,340 235,170 

貸倒引当金 △307,285 △347,005 

投資その他の資産合計 1,058,606 917,283 

固定資産合計 4,739,520 3,879,052 

 資産合計 8,569,311 8,468,579 

   

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 4,577,779 

利益剰余金 △1,158,130 △33,690 

自己株式 △604,076 △604,076 

株主資本合計 7,388,605 7,440,012 

 その他包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △22,106 △79 

為替換算調整勘定 △23,162 △29,627 

その他包括利益累計額合計 △45,268 △29,706 

純資産合計 7,343,335 7,410,306 

負債純資産合計 8,569,311 8,468,579 

 



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

  四半期連結損益計算書 

 第１四半期連結累計期間 

 （訂正前） 

（単位：千円） 

 前第 1四半期連結累計期間 

(自 平成 23年 10月１日 

 至 平成 23年 12月 31日) 

当第 1四半期連結累計期間 

(自 平成 24年 10月１日 

至 平成24年 12月31日) 

   

営業外費用   

持分法による投資損失 214,268 39,734 

投資不動産賃貸費用 6,990 7,834 

その他 6,180 3,421 

営業外費用合計 227,439 50,990 

経常損失（△） △246,676 △26,663 

   

税金等調整前四半期純損失（△） △246,676 47,830 

   

四半期純利益又は四半期純損失（△） △248,402 46,245 

 
 
（訂正後） 

（単位：千円） 

 前第 1四半期連結累計期間 

(自 平成 23年 10月１日 

 至 平成 23年 12月 31日) 

当第 1四半期連結累計期間 

(自 平成 24年 10月１日 

至 平成24年 12月31日) 

   

営業外費用   

持分法による投資損失 210,678 34,571 

投資不動産賃貸費用 6,990 7,834 

その他 6,180 3,421 

営業外費用合計 223,848 45,826 

経常損失（△） △243,085 △21,501 

   

税金等調整前四半期純損失（△） △243,085 52,992 

   

四半期純利益又は四半期純損失（△） △244,811 51,408 



 四半期連結包括利益計算書 

  第１四半期連結累計期間 

 （訂正前） 

  （単位：千円） 

 前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 23 年 10 月１日 

至 平成 23年 12月 31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 24 年 10 月１日 

至 平成24年12月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △248,402 46,245 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,619 22,025 

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,798 △6,013 

その他の包括利益合計 △178 16,012 

四半期包括利益 △248,580 62,258 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △248,580 62,258 

 

 

 （訂正後） 

  （単位：千円） 

 前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 23 年 10 月１日 

至 平成 23年 12月 31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 24 年 10 月１日 

至 平成24年12月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △244,811 51,408 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,619 22,025 

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,368 △6,463 

その他の包括利益合計 △748 15,562 

四半期包括利益 △245,560 66,971 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △245,560 66,971 

 


