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（訂正）「平成24年９月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成24年２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 ％ 

24年９月期第１四半期 885 14.8 △41 ― △246 ― △248 ― 
23年９月期第１四半期 770 △6.4 △91 ― △152 ― △140 ― 
（注）包括利益  24年９月期第１四半期 △248百万円（―％） 23年９月期第１四半期 △139百万円（―％） 

 

 
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 

24年９月期第１四半期 △6 14 ― ― 
23年９月期第１四半期 3 47 ― ― 

 

(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９月期第１四半期 8,917 7,755 87.0 
23年９月期 9,142 8,003 87.5 

（参考）自己資本  24 年９月期第 1 四半期 7,755 百万円   23 年９月期 8,003 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 ％ 

24年９月期第１四半期 885 14.8 △41 ― △243 ― △244 ― 
23年９月期第１四半期 770 △6.4 △91 ― △152 ― △140 ― 
（注）包括利益  24年９月期第１四半期 △245百万円（―％） 23年９月期第１四半期 △139百万円（―％） 

 

 
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 

24年９月期第１四半期 △6 05 ― ― 
23年９月期第１四半期 3 47 ― ― 

 

(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９月期第１四半期 8,826 7,664 86.8 
23年９月期 9,049 7,910 87.4 

（参考）自己資本  24 年９月期第 1 四半期 7,664 百万円   23 年９月期 7,910 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２億14百万円計上いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高８億85百万円（前年同四半期売上高７億70百

万円）、営業損失41百万円（前年同四半期営業損失91百万円）、経常損失２億46百万円（前年同四半期

経常損失１億52百万円）、四半期純損失２億48百万円（前年同四半期 四半期純損失１億40百万円）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２億10百万円計上いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高８億85百万円（前年同四半期売上高７億70百

万円）、営業損失41百万円（前年同四半期営業損失91百万円）、経常損失２億43百万円（前年同四半期

経常損失１億52百万円）、四半期純損失２億44百万円（前年同四半期 四半期純損失１億40百万円）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２億25百万円減少し、89億17百

万円となりました。流動資産は４百万円増加し39億23百万円、固定資産は２億29百万円減少し49億94

百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、流動資産の「その他」が81百万円、受取手形・完成工事未収入金等が

50百万円増加した一方、現金及び預金が１億19百万円減少したことによります。 

 固定資産の減少の内訳は、有形固定資産の減少９百万円、無形固定資産の増加２百万円、及び投資

その他の資産の減少は２億22百万円であります。そのうち、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２億16百万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２億48百万円減少し、77

億55百万円となりました。純資産減少の主な要因は、四半期純損失による利益剰余金の減少でありま

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２億22百万円減少し、88億26百

万円となりました。流動資産は４百万円増加し39億23百万円、固定資産は２億26百万円減少し49億3

百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、流動資産の「その他」が81百万円、受取手形・完成工事未収入金等が

50百万円増加した一方、現金及び預金が１億19百万円減少したことによります。 

固定資産の減少の内訳は、有形固定資産の減少９百万円、無形固定資産の増加２百万円、及び投資

その他の資産の減少は２億19百万円であります。そのうち、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２億13百万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２億45百万円減少し、76

億64百万円となりました。純資産減少の主な要因は、四半期純損失による利益剰余金の減少でありま

す。 

 



４．四半期連結財務諸表 
（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23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

 (平成23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 1,048,919 832,852 

長期貸付金 383,550 373,950 

破産更生債権等 1,923,918 3 

その他 566,686 138,650 

貸倒引当金 △2,536,363 △181,015 

投資その他の資産合計 1,386,710 1,164,440 

固定資産合計 5,224,089 4,994,137 

 資産合計 9,142,644 8,917,469 

   

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 5,650,811 

利益剰余金 △481,258 △729,661 

自己株式 △604,076 △604,076 

株主資本合計 8,065,475 7,817,073 

 その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △28,626 △27,004 

土地再評価差額金 △6,153 － 

為替換算調整勘定 △26,953 △34,906 

その他の包括利益累計額合計 △61,732 △61,910 

純資産合計 8,003,743 7,755,162 

負債純資産合計 9,142,644 8,917,469 

 

 



（訂正後） 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

 (平成23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 955,405 742,359 

長期貸付金 383,550 373,950 

破産更生債権等 1,923,918 3 

その他 566,686 138,650 

貸倒引当金 △2,536,363 △181,015 

投資その他の資産合計 1,293,194 1,073,947 

固定資産合計 5,130,573 4,903,644 

 資産合計 9,049,130 8,826,976 

   

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 5,650,811 

利益剰余金 △576,935 △821,747 

自己株式 △604,076 △604,076 

株主資本合計 7,969,800 7,724,988 

 その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △28,626 △27,004 

土地再評価差額金 △6,153 － 

為替換算調整勘定 △24,789 △33,312 

その他の包括利益累計額合計 △59,569 △60,317 

純資産合計 7,910,230 7,664,669 

負債純資産合計 9,049,130 8,826,976 

 

 



（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 22年 10月１日 

 至 平成 22年 12月 31日) 

当第 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) 

   

営業外費用   

持分法による投資損失 79,919 214,268 

その他 5,363 13,170 

営業外費用合計 85,282 227,439 

経常損失（△） △152,607 △246,676 

   

税金等調整前四半期純損失（△） △134,158 △246,676 

   

四半期純損失（△） △140,532 △248,402 

 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

 前第 1四半期連結累計期間 

(自 平成 22年 10月１日 

 至 平成 22年 12月 31日) 

当第 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) 

   

営業外費用   

持分法による投資損失 79,919 210,678 

その他 5,363 13,170 

営業外費用合計 85,282 223,848 

経常損失（△） △152,607 △243,085 

   

税金等調整前四半期純損失（△） △134,158 △243,085 

   

四半期純損失（△） △140,532 △244,811 

 



 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 22 年 10 月１日 

至 平成 22年 12月 31日) 

当第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) 

四半期純損失（△） △140,532 △248,402 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,077 1,619 

持分法適用会社に対する持分相当額 △611 △1,798 

その他の包括利益合計 1,467 △178 

四半期包括利益 △139,065 △248,580 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △139,065 △248,580 

 

 

 （訂正後） 

  （単位：千円） 

 前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 22 年 10 月１日 

至 平成 22年 12月 31日) 

当第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) 

四半期純損失（△） △140,532 △244,811 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,077 1,619 

持分法適用会社に対する持分相当額 △611 △2,368 

その他の包括利益合計 1,467 △748 

四半期包括利益 △139,065 △245,560 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △139,065 △245,560 

 


