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（訂正・数値データ訂正）「平成26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26年２月７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 ％ 

26年９月期第１四半期 785 △32.3 3 63.4 △1 ― △20 ― 
25年９月期第１四半期 1,159 31.0 8 ― △26 ― 46 ― 
（注）包括利益  26 年９月期第１四半期 △29 百万円（―％） 25 年９月期第１四半期 62 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 

26年９月期第１四半期 △0.50 ― 
25年９月期第１四半期 1.14 ― 

 

(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 ％ 

26年９月期第１四半期 8,378 7,375 88.0 
25年９月期 8,398 7,405 88.2 
（参考）自己資本 26年９月第１四半期 7,375 百万円   25 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 ％ 

26年９月期第１四半期 785 △32.3 3 63.4 1 ― △16 ― 
25年９月期第１四半期 1,159 31.0 8 ― △21 ― 51 ― 
（注）包括利益  26 年９月期第１四半期 △29 百万円（―％） 25 年９月期第１四半期 66 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 

26年９月期第１四半期 △0.41 ― 
25年９月期第１四半期 1.27 ― 

 

(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 ％ 

26年９月期第１四半期 8,332 7,330 88.0 
25年９月期 8,353 7,359 88.1 
（参考）自己資本 26年９月第１四半期 7,330 百万円   25 年９月期 7,359 百万円 



１．当四半期決算に関する定性的情報 
 

（訂正前） 

(1)経営成績に関する説明 

＜省略＞ 

 経常損益に関しましては、持分法による投資損失を８百万円計上いたしました。 

 ＜省略＞ 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高７億85百万円（前年同四半期売上高11億59百

万円）、営業利益３百万円（前年同四半期営業利益８百万円）、経常損失１百万円（前年同四半期経常

損失26百万円）、四半期純損失20百万円（前年同四半期純利益46百万円）となりました。 

 

（訂正後） 

(1)経営成績に関する説明 

 ＜省略＞ 

 経常損益に関しましては、持分法による投資損失を４百万円計上いたしました。 

 ＜省略＞ 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高７億85百万円（前年同四半期売上高11億59百

万円）、営業利益３百万円（前年同四半期営業利益８百万円）、経常利益１百万円（前年同四半期経常

損失21百万円）、四半期純損失16百万円（前年同四半期純利益51百万円）となりました。 



（訂正前） 

(2)財政状態の分析 

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 19百万円減少し、83億 78 百万円となり

ました。 

流動資産は６億 59百万円増加し 50億 94 百万円、固定資産は６億 79百万円減少し 32億 84 百万円となりま

した。 

  

＜省略＞ 

 

固定資産減少の内訳は、有形固定資産の減少６億 49 百万円、無形固定資産の減少２百万円、及び投資その他

の資産の減少 27百万円であります。 

 

＜省略＞ 

 

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 17 百万円、長期貸付金

が 11百万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 29百万円減少し、73億 75 百万円

となりました。純資産減少の主な要因は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少であります。 

 

（訂正後） 

(2)財政状態の分析 

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 20百万円減少し、83億 32 百万円となり

ました。 

流動資産は６億 59百万円増加し 50億 94 百万円、固定資産は６億 79百万円減少し 32億 38 百万円となりま

した。 

 

＜省略＞ 

 

固定資産減少の内訳は、有形固定資産の減少６億 49 百万円、無形固定資産の減少２百万円、及び投資その他

の資産の減少 28百万円であります。 

 

＜省略＞ 

 

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 17 百万円、長期貸付金

が 11百万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 29百万円減少し、73億 30 百万円

となりました。純資産減少の主な要因は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少であります。 



２．四半期連結財務諸表 

（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25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

 (平成26年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 1,123 1,123 

関係会社株式 807,198 789,860 

長期貸付金 297,750 286,350 

長期未収入金 28,024 27,817 

その他 164,919 164,819 

貸倒引当金 △300,658 △299,312 

投資その他の資産合計 998,357 970,657 

固定資産合計 3,963,903 3,284,563 

資産合計 8,398,523 8,378,631 

 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000 

資本剰余金 4,577,779 4,577,779 

利益剰余金 △102,341 △122,564 

自己株式 △604,079 △604,079 

株主資本合計 7,371,357 7,351,135 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △53 △48 

為替換算調整勘定 33,878 24,732 

その他の包括利益累計額合計 33,825 24,684 

純資産合計 7,405,182 7,375,819 

負債純資産合計 8,398,523 8,378,631 

 
 



（訂正後） 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(平成25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

 (平成26年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 1,123 1,123 

関係会社株式 761,945 744,170 

長期貸付金 297,750 286,350 

長期未収入金 28,094 27,817 

その他 164,919 164,819 

貸倒引当金 △300,658 △299,312 

投資その他の資産合計 953,103 924,968 

固定資産合計 3,918,648 3,238,874 

資産合計 8,353,270 8,332,941 

 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000 

資本剰余金 4,577,779 4,577,779 

利益剰余金 △154,730 △171,574 

自己株式 △604,079 △604,079 

株主資本合計 7,318,968 7,302,124 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △53 △49 

為替換算調整勘定 41,014 28,054 

その他の包括利益累計額合計 40,960 28,005 

純資産合計 7,359,928 7,330,129 

負債純資産合計 8,353,270 8,332,941 

 

 



（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 24 年 10 月１日 

 至 平成 24 年 12 月 31

日) 

当第 1四半期連結累計期

間 

(自 平成 25 年 10 月１

日 

至 平成 25 年 12 月 31

日) 

   

営業外費用   

持分法による投資損失 39,734 8,197 

投資不動産賃貸費用 7,834 － 

その他 3,421 2,433 

営業外費用合計 50,990 10,631 

経常損失（△） △26,663 △1,425 

   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整

前四半期純損失（△） 
47,830 △18,736 

   

四半期純利益又は四半期純損失（△） 46,245 △20,222 

 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

 前第 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) 

当第 1四半期連結累計期

間 

(自 平成 25 年 10 月１

日 

至 平成 25 年 12 月 31

日) 

   

営業外費用   

持分法による投資損失 34,571 4,819 

投資不動産賃貸費用 7,834 － 

その他 3,421 2,433 

営業外費用合計 45,826 7,253 

経常利益又は経常損失（△） △21,501 1,952 

   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整

前四半期純損失（△） 
52,992 △15,358 

   

四半期純利益又は四半期純損失（△） 51,408 △16,844 



 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 24 年 10 月１日 

至 平成24年 12月 31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 25 年 10 月１日 

至 平成25年12月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 46,245 △20,222 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,025 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,013 △9,141 

その他の包括利益合計 16,012 △9,141 

四半期包括利益 62,258 △29,363 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 62,258 △29,363 

 

 

 （訂正後） 

  （単位：千円） 

 前第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) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 25 年 10 月１日 

至 平成25年12月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 51,408 △16,844 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,025 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,463 △12,955 

その他の包括利益合計 15,562 △12,955 

四半期包括利益 66,971 △29,799 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 66,971 △29,799 

 


