
 
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 24 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

平成 24 年５月 11 日に公表いたしました「平成 24 年 3 月期 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24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 4,962 21.6 △99 ― △131 ― △116 ―
23年3月期 4,079 16.0 △186 ― △231 ― △276 ―

(注) 包括利益 24年3月期 △116百万円(―％) 23年3月期 △276百万円(―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △10,280.06 ― △18.6 △4.1 △2.0
23年3月期 △24,313.15 ― △37.2 △5.8 △4.6

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 ―百万円 23年3月期 ―百万円

（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

24年3月期 3,177 627 19.7 55,162.59
23年3月期 3,961 744 18.8 65,442.65

(参考) 自己資本 24年3月期 627百万円 23年3月期 744百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 1,056 △16 △851 707

23年3月期 110 △52 △431 518

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 4,962 21.6 △94 ― △131 ― △117 ―
23年3月期 4,079 21.7 △182 ― △231 ― △276 ―

(注) 包括利益 24年3月期 △117百万円(―％) 23年3月期 △276百万円(―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △10,288.48 ― △18.4 △3.5 △1.9
23年3月期 △24,333.61 ― △33.2 △5.2 △4.5

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 ―百万円 23年3月期 ―百万円

（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

24年3月期 3,327 578 17.4 50,840.24
23年3月期 4,117 695 16.9 61,128.71

(参考) 自己資本 24年3月期 578百万円 23年3月期 695百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 1,061 △16 △855 707

23年3月期 115 △52 △435 518



  

（訂正前） 

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

（訂正後） 

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 3,279 29.1 △86 ― △116 ― △113 ―
23年3月期 2,539 △16.6 △131 ― △176 ― △236 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △9,942.68 ―

23年3月期 △20,752.14 ―

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

24年3月期 2,764 584 21.1 51,345.04

23年3月期 3,706 697 18.8 61,287.74

(参考) 自己資本 24年3月期 584百万円 23年3月期 697百万円

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 3,279 29.1 △81 ― △116 ― △113 ―
23年3月期 2,539 △11.7 △126 ― △176 ― △236 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △9,951.10 ―

23年3月期 △20,772.60 ―

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

24年3月期 2,914 535 18.4 47,022.69

23年3月期 3,863 648 16.8 56,973.79

(参考) 自己資本 24年3月期 535百万円 23年3月期 648百万円



 （訂正前） 

  

～前略～ 

  

しかし、震災の影響などによる、資材価格や外注労務費高騰の影響を補うべく、固定費の圧縮にも努

めましたが、営業損失は99,591千円（前連結会計年度は営業損失186,770千円）、経常損失は131,065千

円（前連結会計年度は経常損失231,166千円）、当期純損失は116,987千円（前連結会計年度は当期純損

失276,683千円）と誠に遺憾ながら赤字を計上する結果となりました。 

  

～後略～ 

  

 （訂正後） 

  

～前略～ 

  

しかし、震災の影響などによる、資材価格や外注労務費高騰の影響を補うべく、固定費の圧縮にも努

めましたが、営業損失は94,867千円（前連結会計年度は営業損失182,047千円）、経常損失は131,161千

円（前連結会計年度は経常損失231,399千円）、当期純損失は117,082千円（前連結会計年度は当期純損

失276,916千円）と誠に遺憾ながら赤字を計上する結果となりました。 

  

～後略～ 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析



  

①資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

(資産) 

当連結会計年度末における、資産の残高は、3,177,174千円となりました。主な内容は、現金及び預

金が785,545千円、完成工事未収入金が227,458千円、建物及び構築物が1,401,635千円となっておりま

す。 

  

  

(負債) 

当連結会計年度末における、負債の残高は、2,549,424千円となりました。主な内容は、工事未払金

が451,598千円、長期借入金が479,908千円、預り保証金が396,398千円となっております。 

  

  

(純資産) 

当連結会計年度末における、純資産の残高は、627,750千円となりました。そのうち利益剰余金は

175,646千円となっております。 

  

（訂正後） 

(資産) 

当連結会計年度末における、資産の残高は、3,327,214千円となりました。主な内容は、現金及び預

金が785,545千円、完成工事未収入金が227,458千円、建物及び構築物が1,401,635千円となっておりま

す。 

  

  

(負債) 

当連結会計年度末における、負債の残高は、2,748,652千円となりました。主な内容は、工事未払金

が451,598千円、長期借入金が479,908千円、預り保証金が396,398千円となっております。 

  

  

(純資産) 

当連結会計年度末における、純資産の残高は、578,561千円となりました。そのうち利益剰余金は

126,457千円となっております。 

  

（２）財政状態に関する分析



  
② キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、707,612千円となりました。 

  

（訂正前） 

  

(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1,056,771千円となりました。 

その主な内訳は、減価償却費113,457千円及び棚卸資産の減少額871,547千円、仕入債務の増加額

172,723千円などによる収入、預り保証金の減少額80,047千円、工事損失引当金の減少額21,742千円、

利息の支払額17,180千円などによる支出により資金増加となりました。 

  

～中略～ 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は851,110千円となりました。 

これは、長期借入れによる収入が160,000千円ありましたが、長期借入れの返済による支出246,102千

円及び社債の償還による支出610,000千円により資金減少となりました。 

  

 （訂正後） 

  

  （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1,061,186千円となりました。 

その主な内訳は、減価償却費117,968千円及び棚卸資産の減少額871,547千円、仕入債務の増加額

172,723千円などによる収入、預り保証金の減少額80,047千円、工事損失引当金の減少額21,742千円、

利息の支払額26,211千円などによる支出により資金増加となりました。 

  

～中略～ 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は855,525千円となりました。 

これは、長期借入れによる収入が160,000千円ありましたが、長期借入れの返済による支出246,102千

円及び社債の償還による支出610,000千円により資金減少となりました。 

  



  
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 24.7 21.2 22.4 18.8 19.7

時価ベースの自己資本比率 18.5 7.0 7.2 6.4 14.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.4 3.3 5.3 5.3 86.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

17.6 19.9 11.0 2.9 61.7

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 24.7 21.2 20.6 16.9 17.4

時価ベースの自己資本比率 18.5 7.0 6.9 6.2 13.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.4 3.3 6.3 19.4 1.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

17.6 19.9 9.4 2.7 33.2



 （訂正前） 

４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 587,673  785,545

受取手形・完成工事未収入金等 281,909 292,679

販売用不動産 784,806 50,000

未成工事支出金 15,403 34,825

仕掛販売用不動産 175,284 19,121

繰延税金資産 7,091 4,266

その他 48,088 39,380

貸倒引当金 △1,739 △1,737

流動資産合計 1,898,517 1,224,082

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,090,243  2,091,793

減価償却累計額 △582,076 △690,157

建物及び構築物（純額） 1,508,166 1,401,635

機械装置及び運搬具 2,121 2,121

減価償却累計額 △1,327 △1,550

機械装置及び運搬具（純額） 794 571

工具、器具及び備品 41,503 31,983

減価償却累計額 △35,098 △28,147

工具、器具及び備品（純額） 6,405 3,836

土地 333,355 333,355

有形固定資産合計 1,848,721 1,739,398

無形固定資産 5,315 12,954

投資その他の資産

長期前払費用 27,415 29,482

差入保証金 150,745 142,671

その他 38,851 38,117

貸倒引当金 △8,032 △9,532

投資その他の資産合計 208,980 200,739

固定資産合計 2,063,017 1,953,092

資産合計 3,961,535 3,177,174



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 283,613 456,336

短期借入金 500,000 345,000

1年内返済予定の長期借入金 234,117  245,192

1年内償還予定の社債 310,000 50,000

未払金 25,385 23,912

未払法人税等 2,734 1,428

未成工事受入金 58,222 170,103

前受収益 28,544 26,616

賞与引当金 － 6,257

完成工事補償引当金 － 12,133

工事損失引当金 28,973 7,230

その他 43,248 30,241

流動負債合計 1,514,838 1,374,453

固定負債

社債 450,000  100,000

長期借入金 577,085  479,908

長期前受収益 34,708 32,336

退職給付引当金 26,623 29,057

預り保証金 472,989  396,398

資産除去債務 99,363 101,375

繰延税金負債 35,459 31,364

その他 5,730 4,530

固定負債合計 1,701,959 1,174,971

負債合計 3,216,797 2,549,424

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 292,633 175,646

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 744,737 627,750

純資産合計 744,737 627,750

負債純資産合計 3,961,535 3,177,174



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 587,673  785,545

受取手形・完成工事未収入金
等

281,909  292,679

販売用不動産 784,806 50,000

未成工事支出金 15,403 34,825

仕掛販売用不動産 175,284 19,121

繰延税金資産 7,091 4,266

その他 48,088 39,380

貸倒引当金 △1,739 △1,737

流動資産合計 1,898,517 1,224,082

固定資産

有形固定資産

建物及び構築
物

2,090,243 2,091,793

減価償却累計額 △582,076 △690,157

建物及び構築物（純額） 1,508,166 1,401,635

機械装置及び運搬具 2,121 2,121

減価償却累計額 △1,327 △1,550

機械装置及び運搬具（純額） 794 571

工具、器具及び備品 41,503 31,983

減価償却累計額 △35,098 △28,147

工具、器具及び備品（純額） 6,405 3,836

土地 333,355 333,355

リース資産 165,648 165,648

   減価償却累計額 △9,257 △15,608

   リース資産（純額） 156,390 150,039

有形固定資産合計 2,005,112 1,889,437

無形固定資産 5,315 12,954

投資その他の資産

長期前払費用 27,415 29,482

差入保証金 150,745 142,671

その他 38,851 38,117

貸倒引当金 △8,032 △9,532

投資その他の資産合計 208,980 200,739

固定資産合計 2,219,408 2,103,132

資産合計 4,117,926 3,327,214



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 283,613 456,336

短期借入金 500,000 345,000

1年内返済予定の長期借入金 234,117  245,192

1年内償還予定の社債 310,000 50,000

リース債務 4,415 4,557

未払金 25,385 23,912

未払法人税等 2,734 1,428

未成工事受入金 58,222 170,103

前受収益 30,384 28,456

賞与引当金 － 6,257

完成工事補償引当金 － 12,133

工事損失引当金 28,973 7,230

その他 43,248 30,241

流動負債合計 1,521,094 1,380,850

固定負債

社債 450,000 100,000

長期借入金 577,085  479,908

リース債務 155,045 150,488

長期前受収益 78,890 74,679

退職給付引当金 26,623 29,057

預り保証金 472,989  396,398

資産除去債務 99,363 101,375

繰延税金負債 35,459 31,364

その他 5,730 4,530

固定負債合計 1,901,187 1,367,801

負債合計 3,422,281 2,748,652

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 243,540 126,457

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 695,644 578,561

純資産合計 695,644 578,561

負債純資産合計 4,117,926 3,327,214



 （訂正前） 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 4,079,868 4,962,119

売上原価 3,730,431  4,585,223

売上総利益 349,437 376,895

販売費及び一般管理費 536,207 476,487

営業損失（△） △186,770 △99,591

営業外収益

受取利息及び配当金 342 207

受取手数料 3,223 1,589

違約金収入 － 419

雇用促進奨励金 － 400

その他 1,732 1,167

営業外収益合計 5,298 3,783

営業外費用

支払利息 30,232 22,944

社債利息 7,537 4,212

支払保証料 9,368 5,092

支払手数料 － 485

貸倒引当金繰入額 － 1,500

その他 2,555 1,024

営業外費用合計 49,694 35,258

経常損失（△） △231,166 △131,065

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671 －

固定資産除却損 3,452 396

特別退職金 4,458 －

その他 ※5 915 －

特別損失合計 30,497 396

税金等調整前当期純損失（△） △261,664 △131,461

法人税、住民税及び事業税 1,466 1,428

法人税等還付税額 － △14,648

法人税等調整額 13,552 △1,254

法人税等合計 15,019 △14,474

少数株主損益調整前当期純損失（△） △276,683 △116,987

少数株主利益 － －

当期純損失（△） △276,683 △116,987



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 4,079,868 4,962,119

売上原価 3,725,707  4,580,500

売上総利益 354,160 381,619

販売費及び一般管理費 536,207  476,487

営業損失（△） △182,047 △94,867

営業外収益

受取利息及び配当金 342 207

受取手数料 3,223 1,589

違約金収入 － 419

雇用促進奨励金 － 400

その他 1,732 1,167

営業外収益合計 5,298 3,783

営業外費用

支払利息 35,189 27,763

社債利息 7,537 4,212

支払保証料 9,368 5,092

支払手数料 － 485

貸倒引当金繰入額 － 1,500

その他 2,555 1,024

営業外費用合計 54,650 40,077

経常損失（△） △231,399 △131,161

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671 －

固定資産除却損 3,452 396

特別退職金 4,458 －

その他 915 －

特別損失合計 30,497 396

税金等調整前当期純損失（△） △261,897 △131,557

法人税、住民税及び事業税 1,466 1,428

法人税等還付税額 － △14,648

法人税等調整額 13,552 △1,254

法人税等合計 15,019 △14,474

少数株主損益調整前当期純損失（△） △276,916 △117,082

少数株主利益 － －

当期純損失（△） △276,916 △117,082



  

 （訂正前） 

 
  

  

 （訂正後） 

連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △276,683 △116,987

包括利益 △276,683 △116,987

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △276,683 △116,987

少数株主に係る包括利益 － －

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △276,916 △117,082

包括利益 △276,916 △117,082

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △276,916 △117,082

少数株主に係る包括利益 － －



 （訂正前） 

（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 260,782 260,782

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 260,782 260,782

資本剰余金

当期首残高 226,282 226,282

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 226,282 226,282

利益剰余金

当期首残高 569,317 292,633

当期変動額

当期純損失（△） △276,683 △116,987

当期変動額合計 △276,683 △116,987

当期末残高 292,633 175,646

自己株式

当期首残高 △34,960 △34,960

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △34,960 △34,960

株主資本合計

当期首残高 1,021,421 744,737

当期変動額

当期純損失（△） △276,683 △116,987

当期変動額合計 △276,683 △116,987

当期末残高 744,737 627,750

純資産合計

当期首残高 1,021,421 744,737

当期変動額

当期純損失（△） △276,683 △116,987

当期変動額合計 △276,683 △116,987

当期末残高 744,737 627,750



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 260,782 260,782

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 260,782 260,782

資本剰余金

当期首残高 226,282 226,282

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 226,282 226,282

利益剰余金

当期首残高 520,457 243,540

当期変動額  

当期純損失（△） △276,916 △117,082

当期変動額合計 △276,916 △117,082

当期末残高 243,540 126,457

自己株式

当期首残高 △34,960 △34,960

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △34,960 △34,960

株主資本合計

当期首残高 972,561 695,644

当期変動額  

当期純損失（△） △276,916 △117,082

当期変動額合計 △276,916 △117,082

当期末残高 695,644 578,561

純資産合計   

当期首残高 972,561 695,644

当期変動額   

当期純損失（△） △276,916 △117,082

当期変動額合計 △276,916 △117,082

当期末残高 695,644 578,561



 （訂正前） 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △261,664 △131,461

減価償却費 141,157 113,457

貸倒引当金の増減額（△は減少） 596 1,498

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,512 6,257

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,998 2,434

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － 12,133

工事損失引当金の増減額（△は減少） 28,973 △21,742

受取利息及び受取配当金 △342 △207

支払利息 37,770 27,156

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671 －

固定資産除却損 3,452 396

売上債権の増減額（△は増加） △93,940 △10,770

たな卸資産の増減額（△は増加） 204,345 871,547

差入保証金の増減額（△は増加） 102,654 6,564

仕入債務の増減額（△は減少） 13,296 172,723

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,308 7,160

未成工事受入金の増減額（△は減少） 54,273 98,381

預り保証金の増減額（△は減少） △15,232 △80,047

その他 △9,547 △11,052

小計 195,645 1,064,426

利息及び配当金の受取額 248 244

利息の支払額 △34,350 △21,392

法人税等の還付額 － 14,648

法人税等の支払額 △50,689 △1,155

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,853 1,056,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △38,668 △19,054

定期預金の払戻による収入 5,000 13,200

出資金の回収による収入 1,500 －

有形固定資産の取得による支出 △19,384 △1,550

無形固定資産の取得による支出 △746 △9,420

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,299 △16,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △155,000

長期借入れによる収入 80,000 160,000

長期借入金の返済による支出 △401,501 △246,102

社債の償還による支出 △110,000 △610,000

配当金の支払額 △32 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △431,533 △851,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △372,978 188,836

現金及び現金同等物の期首残高 891,754 518,775

現金及び現金同等物の期末残高 518,775  707,612



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △261,897 △131,557

減価償却費 145,668 117,968

貸倒引当金の増減額（△は減少） 596 1,498

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,512 6,257

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,998 2,434

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － 12,133

工事損失引当金の増減額（△は減少） 28,973 △21,742

受取利息及び受取配当金 △342 △207

支払利息 42,726 31,975

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671 －

固定資産除却損 3,452 396

売上債権の増減額（△は増加） △93,940 △10,770

たな卸資産の増減額（△は増加） 204,345 871,547

差入保証金の増減額（△は増加） 102,654 6,564

仕入債務の増減額（△は減少） 13,296 172,723

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,308 7,160

未成工事受入金の増減額（△は減少） 54,273 98,381

預り保証金の増減額（△は減少） △15,232 △80,047

その他 △9,547 △11,052

小計 204,880 1,073,660

利息及び配当金の受取額 248 244

利息の支払額 △39,306 △26,211

法人税等の還付額 － 14,648

法人税等の支払額 △50,689 △1,155

営業活動によるキャッシュ・フロー 115,132 1,061,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △38,668 △19,054

定期預金の払戻による収入 5,000 13,200

出資金の回収による収入 1,500 －

有形固定資産の取得による支出 △19,384 △1,550

無形固定資産の取得による支出 △746 △9,420

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,299 △16,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △155,000

長期借入れによる収入 80,000 160,000

長期借入金の返済による支出 △401,501 △246,102

社債の償還による支出 △110,000 △610,000

リース債務の返済による支出 △4,278 △4,415

配当金の支払額 △32 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △435,811 △855,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △372,978 188,836

現金及び現金同等物の期首残高 891,754 518,775

現金及び現金同等物の期末残高 518,775 707,612



（訂正前） 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

   定率法

（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法）

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 15～47年

また、事業用定期借地権が設定

されている借地権上の建物につ

いては、当該契約期間に基づく

定額法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

同左

 ② 無形固定資産

定額法

なお、ソフトウエア（自社利用

分）については、社内における

見込利用期間（５年間）に基づ

く定額法

 ② 無形固定資産

同左

 ③ 長期前払費用

均等償却

なお、償却期間については、事

業用定期借地権の敷金は当該契

約期間、その他は法人税法に規

定する方法と同一の基準によっ

ております。

 ③ 長期前払費用

同左



  
（訂正後） 

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産（リース資産を除

く）

   定率法

（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法）

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 15～47年

また、事業用定期借地権が設定

されている借地権上の建物につ

いては、当該契約期間に基づく

定額法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

 ② 無形固定資産

定額法

なお、ソフトウエア（自社利用

分）については、社内における

見込利用期間（５年間）に基づ

く定額法

 ② 無形固定資産

同左

 ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

 ③ リース資産

同左

 ④ 長期前払費用

均等償却

なお、償却期間については、事

業用定期借地権の敷金は当該契

約期間、その他は法人税法に規

定する方法と同一の基準によっ

ております。

 ④ 長期前払費用

同左



（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年以内 262,924千円

１年超 3,336,346千円

合計 3,599,271千円

２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年以内 270,722千円

１年超 3,075,096千円

合計 3,345,819千円

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年以内 258,873千円

１年超 3,219,971千円

合計 3,478,844千円

２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年以内 266,671千円

１年超 2,962,771千円

合計 3,229,443千円



３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 （訂正前） 

 
～注略～ 

  

（訂正後） 

 
～注略～ 

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(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
賃貸事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,122,353 984,368 855,397 4,962,119 4,962,119

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － －

計 3,122,353 984,368 855,397 4,962,119 4,962,119

セグメント利益 13,403 26,064 78,803 118,271 118,271

セグメント資産 449,614 69,953 1,801,238 2,320,806 2,320,806

セグメント負債 679,933 － 875,206 1,555,140 1,555,140

その他の項目

  減価償却費 8,105 － 101,741 109,846 109,846

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

1,350 － 200 1,550 1,550

(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
賃貸事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,122,353 984,368 855,397 4,962,119 4,962,119

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － －

計 3,122,353 984,368 855,397 4,962,119 4,962,119

セグメント利益 13,403 26,064 83,526 122,994 122,994

セグメント資産 449,614 69,953 1,951,277 2,470,845 2,470,845

セグメント負債 679,933 － 1,074,434 1,754,368 1,754,368

その他の項目

  減価償却費 8,105 － 106,252 114,358 114,358

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

1,350 － 200 1,550 1,550



  
４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。 

  

（訂正後） 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。 

  

（訂正前） 

 
(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。 

  

（訂正後） 

 
(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。 

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 118,271

その他の利益 －

セグメント間取引消去 －

全社費用 217,862

棚卸資産の調整額 －

連結財務諸表の営業損失(△) △99,591

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 122,994

その他の利益 －

セグメント間取引消去 －

全社費用 217,862

棚卸資産の調整額 －

連結財務諸表の営業損失(△) △94,867

(単位：千円)

資産 金額

報告セグメント計 2,320,806

その他の資産 －

全社資産 856,368

その他の調整額 －

連結財務諸表の資産合計 3,177,174

(単位：千円)

資産 金額

報告セグメント計 2,470,845

その他の資産 －

全社資産 856,368

その他の調整額 －

連結財務諸表の資産合計 3,327,214



  
（訂正前） 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社の長期借入金等であります。 

  

（訂正後） 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社の長期借入金等であります。 

  

（訂正前） 

(単位：千円) 

 
  

（訂正後） 
(単位：千円) 

(単位：千円)

負債 金額

報告セグメント計 1,555,140

その他の負債 －

全社負債 994,284

連結財務諸表の負債合計 2,549,424

(単位：千円)

負債 金額

報告セグメント計 1,754,368

その他の負債 －

全社負債 994,284

連結財務諸表の負債合計 2,748,652

その他の項目
報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

金額 金額 金額

減価償却費 109,846 3,610 113,457

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

1,550 9,420 10,970

その他の項目
報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

金額 金額 金額

減価償却費 114,358 3,610 117,968

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

1,550 9,420 10,970



  

  （訂正前） 

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

  

該当事項はありません。 

  

  （訂正後） 

１．関連当事者との取引 

  

（１）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

  

 
（注）１．当社は銀行借入に関し、宮本篤彦及び岡橋成泰の両氏に債務保証を受けております。なお、債務保証金額

の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。また、保証料の支払は行っておりません。 

２．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

【関連当事者情報】

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金又は 
出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 宮本篤彦 － －
当社 

代表取締役
会長

（被所有）
直接 0.67

－
債務被保証 
(注)１

113,500 － －

役員 岡橋成泰 － －
当社 

代表取締役
社長

－ －
債務被保証 
(注)１

405,000 － －



  

（訂正前） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 65,442円

１株当たり当期純損失 △24,313円

１株当たり純資産額 55,162円

１株当たり当期純損失 △10,280円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末 
(平成23年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 744,737 627,750

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円)

－ －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 744,737 627,750

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた期末の普通株式の数(株)

11,380 11,380

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純損失(千円) 276,683 116,987

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純損失(千円) 276,683 116,987

普通株式の期中平均株式数(株) 11,380 11,380

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) － －

(うち新株予約権)(株) (－) (－)



  
（訂正後） 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 61,128円

１株当たり当期純損失 △24,333円

１株当たり純資産額 50,840円

１株当たり当期純損失 △10,288円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末 
(平成23年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 695,644 578,561

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円)

－ －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 695,644 578,561

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた期末の普通株式の数(株)

11,380 11,380

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純損失(千円) 276,916 117,082

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純損失(千円) 276,916 117,082

普通株式の期中平均株式数(株) 11,380 11,380

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) － －

(うち新株予約権)(株) (－) (－)



 （訂正前） 

５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 462,368  596,047

完成工事未収入金 150,844 77,897

不動産事業未収入金 5,506 9,977

販売用不動産 784,806 50,000

未成工事支出金 8,445 4,238

仕掛販売用不動産 175,284 19,121

前払費用 33,193 26,326

繰延税金資産 403 －

その他 1,952 4,148

貸倒引当金 △939 △508

流動資産合計 1,621,865 787,250

固定資産

有形固定資産

建物 1,989,211  1,990,761

減価償却累計額 △523,773 △622,683

建物（純額） 1,465,437 1,368,077

構築物 88,408 88,408

減価償却累計額 △56,133 △63,173

構築物（純額） 32,274 25,235

機械及び装置 2,000 2,000

減価償却累計額 △1,269 △1,452

機械及び装置（純額） 730 547

工具、器具及び備品 40,267 30,748

減価償却累計額 △34,522 △27,233

工具、器具及び備品（純額） 5,744 3,514

土地 333,355  333,355

有形固定資産合計 1,837,543 1,730,729

無形固定資産

商標権 1,098 882

ソフトウエア 2,739 1,174

ソフトウエア仮勘定 － 9,420

電話加入権 1,477 1,477

無形固定資産合計 5,315 12,954

投資その他の資産

関係会社株式 50,000 50,000

長期前払費用 27,415 28,849

差入保証金 133,934 126,324

その他 38,841 36,607

貸倒引当金 △8,032 △8,032

投資その他の資産合
計

242,159 233,749

固定資産合計 2,085,018 1,977,434

資産合計 3,706,884 2,764,684



  
  

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

工事未払金 146,166 185,576

不動産事業未払金 8,030 4,737

短期借入金 500,000  345,000

1年内返済予定の長期借入金 234,117  245,192

1年内償還予定の社債 310,000 50,000

未払金 21,764 15,617

未払費用 5,869 3,166

未払法人税等 2,461 882

未払消費税等 3,866 6,560

繰延税金負債 － 15

未成工事受入金 45,009 150,542

不動産事業受入金 13,500 －

預り金 13,810 8,700

前受収益 19,938 18,010

賞与引当金 － 6,257

完成工事補償引当金 － 9,055

工事損失引当金 22,503 6,779

その他 10,634 303

流動負債合計 1,357,671 1,056,398

固定負債

社債 450,000  100,000

長期借入金 577,085  479,908

長期前受収益 34,708 32,336

退職給付引当金 26,623 29,057

預り保証金 429,476  352,884

資産除去債務 99,363 101,375

繰延税金負債 28,772 23,886

その他 5,730 4,530

固定負債合計 1,651,758 1,123,979

負債合計 3,009,429 2,180,377



(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 260,782 260,782

資本剰余金

資本準備金 226,282 226,282

資本剰余金合計 226,282 226,282

利益剰余金

利益準備金 13,000 13,000

その他利益剰余金

別途積立金 441,600 191,600

繰越利益剰余金 △209,249 △72,397

利益剰余金合計 245,350 132,202

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 697,454 584,306

純資産合計 697,454 584,306

負債純資産合計 3,706,884 2,764,684



  
（訂正後） 

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 462,368  596,047

完成工事未収入金 150,844 77,897

不動産事業未収入金 5,506 9,977

販売用不動産 784,806 50,000

未成工事支出金 8,445 4,238

仕掛販売用不動産 175,284 19,121

前払費用 33,193 26,326

繰延税金資産 403 －

その他 1,952 4,148

貸倒引当金 △939 △508

流動資産合計 1,621,865 787,250

固定資産

有形固定資産

建物 1,989,211  1,990,761

減価償却累計額 △523,773 △622,683

建物（純額） 1,465,437 1,368,077

構築物 88,408 88,408

減価償却累計額 △56,133 △63,173

構築物（純額） 32,274 25,235

機械及び装置 2,000 2,000

減価償却累計額 △1,269 △1,452

機械及び装置（純額） 730 547

工具、器具及び備品 40,267 30,748

減価償却累計額 △34,522 △27,233

工具、器具及び備品（純額） 5,744 3,514

土地 333,355  333,355

リース資産 165,648 165,648

   減価償却累計額 △9,257 △15,608

   リース資産（純額） 156,390 150,039

有形固定資産合計 1,993,934 1,880,769

無形固定資産

商標権 1,098 882

ソフトウエア 2,739 1,174

ソフトウエア仮勘定 － 9,420

電話加入権 1,477 1,477

無形固定資産合計 5,315 12,954

投資その他の資産

関係会社株式 50,000 50,000

長期前払費用 27,415 28,849

差入保証金 133,934 126,324

その他 38,841 36,607

貸倒引当金 △8,032 △8,032

投資その他の資産合
計

242,159 233,749

固定資産合計 2,241,409 2,127,473

資産合計 3,863,275 2,914,724



(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

工事未払金 146,166 185,576

不動産事業未払金 8,030 4,737

短期借入金 500,000  345,000

1年内返済予定の長期借入金 234,117  245,192

1年内償還予定の社債 310,000 50,000

リース債務 4,415 4,557

未払金 21,764 15,617

未払費用 5,869 3,166

未払法人税等 2,461 882

未払消費税等 3,866 6,560

繰延税金負債 － 15

未成工事受入金 45,009 150,542

不動産事業受入金 13,500 －

預り金 13,810 8,700

前受収益 21,778 19,851

賞与引当金 － 6,257

完成工事補償引当金 － 9,055

工事損失引当金 22,503 6,779

その他 10,634 303

流動負債合計 1,363,926 1,062,795

固定負債

社債 450,000  100,000

長期借入金 577,085  479,908

リース債務 155,045 150,488

長期前受収益 78,890 74,679

退職給付引当金 26,623 29,057

預り保証金 429,476  352,884

資産除去債務 99,363 101,375

繰延税金負債 28,772 23,886

その他 5,730 4,530

固定負債合計 1,850,986 1,316,810

負債合計 3,214,913 2,379,605



(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 260,782 260,782

資本剰余金

資本準備金 226,282 226,282

資本剰余金合計 226,282 226,282

利益剰余金

利益準備金 13,000 13,000

その他利益剰余金

別途積立金 441,600 191,600

繰越利益剰余金 △258,342 △121,585

利益剰余金合計 196,257 83,014

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 648,361 535,118

純資産合計 648,361 535,118

負債純資産合計 3,863,275 2,914,724



 （訂正前） 

（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高

完成工事高 1,495,595 1,550,746

不動産事業売上高 226,755 976,338

不動産賃貸収入 817,031 752,129

売上高合計 2,539,381 3,279,213

売上原価

完成工事原価 1,319,291  1,450,408

不動産事業売上原価 294,851 951,446

不動産賃貸原価 696,269 657,686

売上原価合計 2,310,413 3,059,541

売上総利益

完成工事総利益 176,304 100,338

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

△68,096 24,891

不動産賃貸総利益 120,761 94,442

売上総利益合計 228,968 219,671

販売費及び一般管理費

役員報酬 20,120 20,676

従業員給料手当 126,564 102,487

賞与 － 8,135

賞与引当金繰入額 － 3,037

退職給付費用 2,217 1,730

法定福利費 20,859 19,550

福利厚生費 1,439 1,352

貸倒引当金繰入額 96 △431

修繕維持費 1,982 960

事務用品費 1,752 2,167

通信交通費 13,288 19,141

動力用水光熱費 3,954 2,848

広告宣伝費 6,582 11,277

交際費 6,304 6,493

地代家賃 16,887 13,381

減価償却費 13,479 10,520

租税公課 17,246 15,629

保険料 4,739 4,389

支払手数料 25,995 12,766

管理諸費 50,495 40,848

雑費 26,410 8,945

販売費及び一般管理費合計 360,415 305,909

営業損失（△） △131,446 △86,238



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業外収益

受取利息及び配当金 289 307

受取手数料 2,773 1,501

違約金収入 － 419

雇用促進奨励金 － 400

その他 1,702 1,027

営業外収益合計 4,764 3,656

営業外費用

支払利息 30,232 22,944

社債利息 7,537 4,212

支払保証料 9,368 5,092

支払手数料 － 485

社債償還損 － 522

その他 2,553 497

営業外費用合計 49,691 33,753

経常損失（△） △176,372 △116,335

特別損失

固定資産除却損 3,452 396

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671 －

特別退職金 4,458 －

その他 915 －

特別損失合計 30,497 396

税引前当期純損失（△） △206,870 △116,731

法人税、住民税及び事業税 920 882

法人税等調整額 28,368 △4,465

法人税等合計 29,289 △3,583

当期純損失（△） △236,159 △113,147



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高

完成工事高 1,495,595 1,550,746

不動産事業売上高 226,755 976,338

不動産賃貸収入 817,031 752,129

売上高合計 2,539,381 3,279,213

売上原価

完成工事原価 1,319,291  1,450,408

不動産事業売上原価 294,851 951,446

不動産賃貸原価 691,546 652,963

売上原価合計 2,305,689 3,054,818

売上総利益

完成工事総利益 176,304 100,338

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

△68,096 24,891

不動産賃貸総利益 125,484 99,165

売上総利益合計 233,692 224,394

販売費及び一般管理費

役員報酬 20,120 20,676

従業員給料手当 126,564 102,487

賞与 － 8,135

賞与引当金繰入額 － 3,037

退職給付費用 2,217 1,730

法定福利費 20,859 19,550

福利厚生費 1,439 1,352

貸倒引当金繰入額 96 △431

修繕維持費 1,982 960

事務用品費 1,752 2,167

通信交通費 13,288 19,141

動力用水光熱費 3,954 2,848

広告宣伝費 6,582 11,277

交際費 6,304 6,493

地代家賃 16,887 13,381

減価償却費 13,479 10,520

租税公課 17,246 15,629

保険料 4,739 4,389

支払手数料 25,995 12,766

管理諸費 50,495 40,848

雑費 26,410 8,945

販売費及び一般管理費合計 360,415 305,909

営業損失（△） △126,723 △81,514



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業外収益

受取利息及び配当金 289 307

受取手数料 2,773 1,501

違約金収入 － 419

雇用促進奨励金 － 400

その他 1,702 1,027

営業外収益合計 4,764 3,656

営業外費用

支払利息 35,189 27,763

社債利息 7,537 4,212

支払保証料 9,368 5,092

支払手数料 － 485

社債償還損 － 522

その他 2,553 497

営業外費用合計 54,647 38,572

経常損失（△） △176,605 △116,431

特別損失

固定資産除却損 3,452 396

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671 －

特別退職金 4,458 －

その他 915 －

特別損失合計 30,497 396

税引前当期純損失（△） △207,103 △116,827

法人税、住民税及び事業税 920 882

法人税等調整額 28,368 △4,465

法人税等合計 29,289 △3,583

当期純損失（△） △236,392 △113,243



 （訂正前） 

（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 260,782 260,782

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 260,782 260,782

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 226,282 226,282

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 226,282 226,282

資本剰余金合計

当期首残高 226,282 226,282

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 226,282 226,282

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 13,000 13,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,000 13,000

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 591,600 441,600

当期変動額

別途積立金の取崩 △150,000 △250,000

当期変動額合計 △150,000 △250,000

当期末残高 441,600 191,600

繰越利益剰余金

当期首残高 △123,090 △209,249

当期変動額

剰余金の配当 － －

別途積立金の取崩 150,000 250,000

当期純損失（△） △236,159 △113,147

当期変動額合計 △86,159 136,852

当期末残高 △209,249 △72,397



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

利益剰余金合計

当期首残高 481,509 245,350

当期変動額

剰余金の配当 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △236,159 △113,147

当期変動額合計 △236,159 △113,147

当期末残高 245,350 132,202

自己株式

当期首残高 △34,960 △34,960

当期変動額

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △34,960 △34,960

株主資本合計

当期首残高 933,613 697,454

当期変動額

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △236,159 △113,147

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 △236,159 △113,147

当期末残高 697,454 584,306

純資産合計

当期首残高 933,613 697,454

当期変動額

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △236,159 △113,147

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 △236,159 △113,147

当期末残高 697,454 584,306



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 260,782 260,782

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 260,782 260,782

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 226,282 226,282

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 226,282 226,282

資本剰余金合計

当期首残高 226,282 226,282

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 226,282 226,282

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 13,000 13,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,000 13,000

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 591,600 441,600

当期変動額

別途積立金の取崩 △150,000 △250,000

当期変動額合計 △150,000 △250,000

当期末残高 441,600 191,600

繰越利益剰余金

当期首残高 △171,950 △258,342

当期変動額

剰余金の配当 － －

別途積立金の取崩 150,000 250,000

当期純損失（△） △236,392 △113,243

当期変動額合計 △86,392 136,756

当期末残高 △258,342 △121,585



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

利益剰余金合計

当期首残高 432,649 196,257

当期変動額

剰余金の配当 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △236,392 △113,243

当期変動額合計 △236,392 △113,243

当期末残高 196,257 83,014

自己株式

当期首残高 △34,960 △34,960

当期変動額

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △34,960 △34,960

株主資本合計

当期首残高 884,753 648,361

当期変動額

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △236,392 △113,243

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 △236,392 △113,243

当期末残高 648,361 535,118

純資産合計

当期首残高 884,753 648,361

当期変動額

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △236,392 △113,243

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 △236,392 △113,243

当期末残高 648,361 535,118
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