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平成 28年 12月 19日 

各 位 
会 社 名 株 式 会 社 イ ン ト ラ ン ス 
代表者名 代表取締役社長 麻 生  正 紀 
(コード番号 3237 東証マザーズ) 
問合せ先 取締役管理本部部長 濱 谷  雄 二 
( TEL 03－6803－8100 ) 

 
 

（訂正）「平成 24 年３月期  第２四半期決算短信[日本基準] (連結)」 
の一部訂正について 

 
 
当社は、平成 23 年 11 月 10 日付で発表いたしました「平成 24 年３月期  第２四半期決算短信

〔日本基準〕 (連結)」の記載内容につきまして、下記のとおり一部訂正を行いましたので、お知ら
せいたします。 

 
なお、訂正箇所につきましては、   線を付しております。 
 
訂正理由につきましては、平成 28 年 12 月 19 日付「過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告

書の提出及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 
 

以 上  



 

―2― 

 
「サマリー情報」１ページ 

１． 平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

（訂正前） 

（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 ％ 

24年３月期第２四半期 2,828 2,039 33.5 
23年３月期 ― ― ―  
(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 947百万円 23年３月期 ―百万円

(注) 平成24年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値

については記載しておりません。 
 
 
（訂正後） 
（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 ％ 

24年３月期第２四半期 2,828 1,889 33.5 
23年３月期 ― ― ―  
(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 947百万円 23年３月期 ―百万円

(注) 平成24年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値

については記載しておりません。 
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「添付資料」３ページ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

① 資産、負債及び純資産の状況 
(資産) 

当第２四半期連結会計期間末の資産につきまして、流動資産は現金及び預金の 294,026千円と販売用

不動産の2,378,716千円等により2,801,917千円となりました。固定資産は26,382千円となりました。

この結果、資産合計は2,828,299千円となりました。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債につきまして、流動負債は販売用不動産の取得に係る借入金

250,000千円と販売用不動産に係る前受金325,269千円等により788,812千円となりました。この結果、

負債合計は788,812千円となりました。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきまして、株主資本は 947,281千円、新株予約権は 42,204

千円、少数株主持分は 1,050,000千円となりました。この結果、純資産合計は 2,039,486千円となりま

した。 

 

② キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、294,026千

円となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
営業活動の結果得られた資金は 740千円となりました。これは主として販売用不動産の 969,270千円

の増加があったものの、売上債権の 478,359千円の減少と前受金の 324,222千円の増加があったことに

よるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は 1,077,756千円となりました。これは主として連結の範囲の変更を伴

う子会社株式の取得による支出が1,077,791千円あったことによるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は 1,192,818千円となりました。これは主として長期借入金 100,000千

円の返済があったものの、短期借入れによる 250,000千円の収入と少数株主からの払込みによる

1,050,000千円の収入があったことによるものです。 
 

なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末から

の増減の状況については記載しておりません。 
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（訂正後） 
① 資産、負債及び純資産の状況 
(資産) 

当第２四半期連結会計期間末の資産につきまして、流動資産は現金及び預金の 294,026千円と販売用

不動産の2,378,716千円等により2,801,917千円となりました。固定資産は26,382千円となりました。

この結果、資産合計は2,828,299千円となりました。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債につきまして、流動負債は販売用不動産の取得に係る借入金

250,000千円と販売用不動産に係る前受金325,269千円等により938,812千円となりました。この結果、

負債合計は938,812千円となりました。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきまして、株主資本は 947,281千円、新株予約権は 42,204

千円、少数株主持分は 900,000千円となりました。この結果、純資産合計は 1,889,486千円となりまし

た。 
 

② キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、294,026千

円となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は 150,740千円となりました。これは主として販売用不動産の 969,270

千円の増加があったものの、売上債権の 478,359千円の減少と前受金の 324,222千円の増加があったこ

とによるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は 1,077,756千円となりました。これは主として連結の範囲の変更を伴

う子会社株式の取得による支出が1,077,791千円あったことによるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は 1,042,818千円となりました。これは主として長期借入金 100,000千

円の返済があったものの、短期借入れによる250,000千円の収入と少数株主からの払込みによる900,000

千円の収入があったことによるものです。 

 

なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末から

の増減の状況については記載しておりません。 
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「添付資料」６ページ 
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 
(平成23年９月30日) 

資産の部  
 流動資産  
  現金及び預金 294,026
  売掛金 3,498
  営業投資有価証券 96,000
  販売用不動産 2,378,716
  その他 29,676

  流動資産合計 2,801,917

 固定資産  
  有形固定資産 7,390
  無形固定資産 2,624
  投資その他の資産 16,368

  固定資産合計 26,382

 資産合計 2,828,299

負債の部  
 流動負債  
  短期借入金 250,000
  前受金 325,269
  賞与引当金 4,425
  その他 209,118

  流動負債合計 788,812

 負債合計 788,812

純資産の部  
 株主資本  
  資本金 930,497
  資本剰余金 700,497
  利益剰余金 △681,236
  自己株式 △2,476

  株主資本合計 947,281

 新株予約権 42,204
 少数株主持分 1,050,000

 純資産合計 2,039,486

負債純資産合計 2,828,299
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（訂正後） 

（単位：千円）

   
当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部  
 流動資産  
  現金及び預金 294,026
  売掛金 3,498
  営業投資有価証券 96,000
  販売用不動産 2,378,716
  その他 29,676

  流動資産合計 2,801,917

 固定資産  
  有形固定資産 7,390
  無形固定資産 2,624
  投資その他の資産 16,368

  固定資産合計 26,382

 資産合計 2,828,299

負債の部  
 流動負債  
  短期借入金 250,000
  前受金 325,269
  賞与引当金 4,425
  その他 359,118

  流動負債合計 938,812

 負債合計 938,812

純資産の部  
 株主資本  
  資本金 930,497
  資本剰余金 700,497
  利益剰余金 △681,236
  自己株式 △2,476

  株主資本合計 947,281

 新株予約権 42,204
 少数株主持分 900,000

 純資産合計 1,889,486

負債純資産合計 2,828,299
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「添付資料」９ページ 
３．四半期連結財務諸表 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（訂正前） 

（単位：千円）

  当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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利益 219,879
 減価償却費 1,651
 賞与引当金の増減額（△は減少） △309
 受取利息 △27
 支払利息 6,058
 売上債権の増減額（△は増加） 478,359
 営業投資有価証券の増減額（△は増加） △96,000
 たな卸資産の増減額（△は増加） △969,270
 前受金の増減額（△は減少） 324,222
 その他の資産の増減額（△は増加） 3,761
 その他の負債の増減額（△は減少） 31,748
 その他 17,887
 小計 17,961

 利息の受取額 27
 利息の支払額 △5,903
 法人税等の支払額 △11,344
 営業活動によるキャッシュ・フロー 740

投資活動によるキャッシュ・フロー  
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
△1,077,791

 その他 35
 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,077,756

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 250,000
 長期借入金の返済による支出 △100,000
 少数株主からの払込みによる収入 1,050,000
 その他 △7,181
 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,192,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,802

現金及び現金同等物の期首残高 178,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 294,026
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（訂正後） 

（単位：千円） 
 当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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利益 219,879

減価償却費 1,651

賞与引当金の増減額（△は減少） △309

受取利息 △27

支払利息 6,058

売上債権の増減額（△は増加） 478,359

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △96,000

たな卸資産の増減額（△は増加） △969,270

前受金の増減額（△は減少） 324,222

その他の資産の増減額（△は増加） 3,761

その他の負債の増減額（△は減少） 181,748

その他 17,887

小計 167,961

利息の受取額 27

利息の支払額 △5,903

法人税等の支払額 △11,344

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,740

投資活動によるキャッシュ・フロー  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△1,077,791

その他 35

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,077,756

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 250,000

長期借入金の返済による支出 △100,000

少数株主からの払込みによる収入 900,000

その他 △7,181

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,042,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,802

現金及び現金同等物の期首残高 178,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 294,026

  

 
 


