
 
平成 25 年３月 26 日 

各   位 

会 社 名  株式会社ＳＥＥＤ 

（登記上 株式会社 シード） 

代表者名 代表取締役 岡橋 成泰 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード １７３９） 

問合せ先 管理部ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 七海 不二男 

（TEL．０７５－５９５－１３１１） 

 

（訂正）「平成 25 年 3 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 

 

平成 24 年８月 10 日に公表いたしました「平成 25 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔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。 

訂正理由につきましては、平成 25 年３月 26 日に開示しました「過年度有価証券報告書、決算短信の一部訂

正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

以上 

 

 



 

（訂正前） 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

（訂正後） 

   

 

 
  

 
  

   

 

(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日）

（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3月期第1四半期 849 △50.4 △38 ― △44 ― △32 ―

24年3月期第1四半期 1,712 109.8 △79 ― △86 ― △45 ―

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 △32百万円( ―％) 24年3月期第1四半期 △45百万円( ―％)

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3月期第1四半期 △2,833.95 ―
24年3月期第1四半期 △4,038.79 ―

（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

25年3月期第1四半期 2,999 595 19.8 52,328.63
24年3月期 3,177 627 19.7 55,162.59

(参考) 自己資本 25年3月期第２四半期 595百万円 24年3月期 627百万円

（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3月期第1四半期 849 △50.4 △37 ― △44 ― △40 ―

24年3月期第1四半期 1,712 109.8 △78 ― △86 ― △74 ―

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 △40百万円( ―％) 24年3月期第1四半期 △74百万円( ―％)

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3月期第1四半期 △3,585.55 ―
24年3月期第1四半期 △6,560.89 ―

（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

25年3月期第1四半期 3,139 537 17.1 47,254.68
24年3月期 3,327 578 17.4 50,840.24

(参考) 自己資本 25年3月期第２四半期 537百万円 24年3月期 578百万円



 (訂正前） 

～前略～ 

このような状況のもとで、業績につきましては売上高は849,135千円（前年同四半期は1,712,947千

円）、利益面については営業損失38,758千円（前年同四半期は79,257千円）、経常損失44,124千円（前

年同四半期は86,620千円）、四半期純損失32,250千円（前年同四半期は45,961千円）となりました。 

 (訂正後） 

～前略～ 

このような状況のもとで、業績につきましては売上高は849,135千円（前年同四半期は1,712,947千

円）、利益面については営業損失37,577千円（前年同四半期は78,076千円）、経常損失44,126千円（前

年同四半期は86,657千円）、四半期純損失40,803千円（前年同四半期は74,662千円）となりました。 

１．当四半期決算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） 

（資 産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.8％減少し、1,066,376千円となりました。これは、未成

工事支出金が116,204千円増加しましたが、現金及び預金が248,234千円及び受取手形が21,486千円減少

したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、1,932,902千円となりました。これは、有形固

定資産が25,132千円減少したことなどによります。 

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.5％減少し、2,999,279千円となりました。 

  

（負 債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.9％減少し、1,292,271千円となりました。これは、未成工

事受入金が91,902千円増加しましたが、工事未払金が141,925千円、短期借入金が15,000千円それぞれ

減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.4％減少し、1,111,507千円となりました。これは、長期借

入金が56,298千円、繰延税金負債が3,507千円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.7％減少し、2,403,779千円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.1％減少し、595,499千円となりました。これは、利益剰

余金が32,250千円減少したことによります。 

  

 （訂正後） 

（資 産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて13.6％減少し、1,057,825千円となりました。これは、未成

工事支出金が116,204千円増加しましたが、現金及び預金が248,234千円及び受取手形が21,486千円減少

したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、2,081,354千円となりました。これは、有形固

定資産が26,720千円減少したことなどによります。 

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.7％減少し、3,139,179千円となりました。 

  

（負 債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.9％減少し、1,298,705千円となりました。これは、未成工

事受入金が91,902千円増加しましたが、工事未払金が141,925千円、短期借入金が15,000千円それぞれ

減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.8％減少し、1,302,716千円となりました。これは、長期借

入金が56,298千円、繰延税金負債が3,507千円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.4％減少し、2,601,421千円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて7.1％減少し、537,758千円となりました。これは、利益剰

余金が40,803千円減少したことによります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報



 （訂正前） 

４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 785,545 537,310

受取手形・完成工事未収入金等 292,679 256,584

販売用不動産 50,000 50,000

未成工事支出金 34,825 151,029

仕掛販売用不動産 19,121 19,121

繰延税金資産 4,266 12,915

その他 39,380 40,966

貸倒引当金 △1,737 △1,552

流動資産合計 1,224,082 1,066,376

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,401,635 1,376,916

その他（純額） 4,407 3,993

土地 333,355 333,355

有形固定資産合計 1,739,398 1,714,265

無形固定資産 12,954 12,629

投資その他の資産

その他 210,271 215,540

貸倒引当金 △9,532 △9,532

投資その他の資産合計 200,739 206,008

固定資産合計 1,953,092 1,932,902

資産合計 3,177,174 2,999,279

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 456,336 317,860

短期借入金 345,000 330,000

1年内返済予定の長期借入金 245,192 235,192

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 1,428 655

未成工事受入金 170,103 262,006

賞与引当金 6,257 4,155

完成工事補償引当金 12,133 11,320

工事損失引当金 7,230 2,750

その他 80,769 78,330

流動負債合計 1,374,453 1,292,271



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 479,908 423,610

退職給付引当金 29,057 28,194

預り保証金 396,398 393,687

資産除去債務 101,375 101,885

その他 68,231 64,131

固定負債合計 1,174,971 1,111,507

負債合計 2,549,424 2,403,779

純資産の部

株主資本

資本金 260,782 260,782

資本剰余金 226,282 226,282

利益剰余金 175,646 143,395

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 627,750 595,499

純資産合計 627,750 595,499

負債純資産合計 3,177,174 2,999,279



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 785,545 537,310

受取手形・完成工事未
収入金等

292,679 256,584

販売用不動産 50,000 50,000

未成工事支出金 34,825 151,029

仕掛販売用不動産 19,121 19,121

繰延税金資産 4,266 4,364

その他 39,380 40,966

貸倒引当金 △1,737 △1,552

流動資産合計 1,224,082 1,057,825

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,401,635 1,376,916

その他（純額） 4,407 3,993

土地 333,355 333,355

リース資産（純額） 150,039 148,451

有形固定資産合計 1,889,437 1,862,717

無形固定資産 12,954 12,629

投資その他の資産

その他 210,271 215,540

貸倒引当金 △9,532 △9,532

投資その他の資産合計 200,739 206,008

固定資産合計 2,103,132 2,081,354

資産合計 3,327,214 3,139,179

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金
等

456,336 317,860

短期借入金 345,000 330,000

1年内返済予定の長期借
入金

245,192 235,192

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

リース債務 4,557 4,593

未払法人税等 1,428 655

未成工事受入金 170,103 262,006

賞与引当金 6,257 4,155

完成工事補償引当金 12,133 11,320

工事損失引当金 7,230 2,750

その他 82,610 80,170

流動負債合計 1,380,850 1,298,705



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 479,908 423,610

リース債務 150,488 149,326

退職給付引当金 29,057 28,194

預り保証金 396,398 393,687

資産除去債務 101,375 101,885

その他 110,573 106,013

固定負債合計 1,367,801 1,302,716

負債合計 2,748,652 2,601,421

純資産の部

株主資本

資本金 260,782 260,782

資本剰余金 226,282 226,282

利益剰余金 126,457 85,654

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 578,561 537,758

純資産合計 578,561 537,758

負債純資産合計 3,327,214 3,139,179



 （訂正前） 

（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

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 1,712,947 849,135

売上原価 1,658,126 780,627

売上総利益 54,821 68,507

販売費及び一般管理費 134,078 107,266

営業損失（△） △79,257 △38,758

営業外収益

受取利息 58 11

受取手数料 402 679

受取保険金 151 －

未払配当除斥益 203 303

その他 355 375

営業外収益合計 1,170 1,370

営業外費用

支払利息 7,410 5,613

その他 1,123 1,122

営業外費用合計 8,534 6,736

経常損失（△） △86,620 △44,124

税金等調整前四半期純損失（△） △86,620 △44,124

法人税、住民税及び事業税 357 297

法人税等還付税額 △14,648 －

法人税等調整額 △26,367 △12,171

法人税等合計 △40,659 △11,874

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △45,961 △32,250

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △45,961 △32,250



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 1,712,947 849,135

売上原価 1,656,945 779,447

売上総利益 56,002 69,688

販売費及び一般管理費 134,078 107,266

営業損失（△） △78,076 △37,577

営業外収益

受取利息 58 11

受取手数料 402 679

受取保険金 151 －

未払配当除斥益 203 303

その他 355 375

営業外収益合計 1,170 1,370

営業外費用

支払利息 8,627 6,796

その他 1,123 1,122

営業外費用合計 9,751 7,919

経常損失（△） △86,657 △44,126

税金等調整前四半期純損失（△） △86,657 △44,126

法人税、住民税及び事業税 357 297

法人税等還付税額 △14,648 －

法人税等調整額 2,296 △3,619

法人税等合計 △11,994 △3,322

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △74,662 △40,803

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △74,662 △40,803



  

 （訂正前） 

 
  

 （訂正後） 

四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △45,961 △32,250

四半期包括利益 △45,961 △32,250

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △45,961 △32,250

少数株主に係る四半期包括利益 － －

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △74,662 △40,803

四半期包括利益 △74,662 △40,803

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △74,662 △40,803

少数株主に係る四半期包括利益 － －



１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（訂正前） 

 
  

 （訂正後） 

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

合計

建設事業 不動産事業
不動産賃貸
管理事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 619,598 3,881 225,655 849,135 849,135

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 619,598 3,881 225,655 849,135 849,135

セグメント利益又は損失（△） △11,902 3,881 21,206 13,185 13,185

(単位：千円)

報告セグメント

合計

建設事業 不動産事業
不動産賃貸
管理事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 619,598 3,881 225,655 849,135 849,135

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 619,598 3,881 225,655 849,135 849,135

セグメント利益又は損失（△） △11,902 3,881 22,387 14,365 14,365



  
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

（訂正前） 

 
～注略～ 

  

（訂正後） 

 
 ～注略～ 

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 13,185

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) 51,943

棚卸資産の調整額 －

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △38,758

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 14,365

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) 51,943

棚卸資産の調整額 －

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △37,577
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