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（訂正）「平成22年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

当社は、平成22年11月15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。

記

【訂正箇所】

サマリー情報

＜訂正前＞

(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 ％

22年９月期 2,804 △24.9 △326 ― △520 ― △844 ―
21年９月期 3,763 △14.8 △181 ― △26 ― △3,505 ―

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 ％ ％ ％

22年９月期 △20 87 ― ― △10.5 △5.6 △11.6
21年９月期 △86 67 ― ― △34.3 △0.2 △4.9

（参考）持分法投資損益 22 年９月期 △272 百万円 21 年９月期 △42百万円

(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

22年９月期 8,752 7,638 87.3 188 88
21年９月期 9,696 8,480 87.5 209 70

（参考）自己資本 22 年９月期 7,638 百万円 21 年９月期 8,480 百万円



＜訂正後＞

(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 ％

22年９月期 2,804 △24.9 △326 ― △513 ― △837 ―
21年９月期 3,763 △14.8 △181 ― △20 ― △3,499 ―

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 ％ ％ ％

22年９月期 △20 70 ― ― △9.9 △5.3 △11.6
21年９月期 △86 52 ― ― △33.0 △0.2 △4.9

（参考）持分法投資損益 22 年９月期 △265 百万円 21 年９月期 55百万円

(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

22年９月期 9,156 8,042 87.8 198 86
21年９月期 10,078 8,863 87.9 219 16

（参考）自己資本 22 年９月期 8,042 百万円 21 年９月期 8,863 百万円



1.経営成績

(１)経営成績に関する分析

１）当連結会計年度の経営成績

（訂正前）

＜省略＞

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 28億４百万円（前年同期売上高 37 億 36 百万円）、営業

損失３億 26百万円（前年同期営業損失１億 81百万円）、経常損失５億 20百万円（前年同期経常損失

26 百万円）、当期純損失８億 44 百万円（前年同期当期純損失 35 億５百万円）となりました。

（訂正後）

＜省略＞

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 28億４百万円（前年同期売上高 37 億 36 百万円）、営業

損失３億 26百万円（前年同期営業損失１億 81百万円）、経常損失５億 13百万円（前年同期経常損失

20 百万円）、当期純損失８億 37 百万円（前年同期当期純損失 34 億 99 百万円）となりました。

（２）財政状態に関する分析

１）資産、負債及び純資産の状況

（訂正前）

当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ９億 43百万円減少し、87 億 52 百万円となりました。

①資 産

当連結会計年度末の流動資産は前年同期に比べ２億 14百万円減少し 37億 62 百万円、固定資産は７

億 28百万円減少し 49億 90 百万円となりました。流動資産減少の主な要因は、現金及び預金の減少４

億 52百万円、未成工事支出金の減少１億 80 百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少 52 百万円

等があった一方、保有目的を変更し、科目振替を行ったこと等による販売用不動産の増加５億 21 百万

円がありました。

固定資産減少の主な要因は、保有目的を変更し、科目振替を行ったことによる投資不動産の減少 13

億 66百万円（一方建物及び構築物、土地はそれぞれ１億62百万円、４億32百万円増加しております）、

減損損失の計上等に伴う工具、器具及び備品の減少４億 20百万円、関係会社株式の減少２億 81百万

円（主な要因は持分法による投資損失２億 72 百万円）等であります。一方、主な増加要因は、普通預

金の仮差押による勘定科目の組替え５億 67百万円によるものです。

②負 債

＜省略＞

③純資産

当連結会計年度末の純資産は前年同期に比べ８億 41百万円減少し、76 億 38 百万円となりました。

純資産減少の主な要因は、当期純損失の計上であります。



７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

（２）当連結会計年度の経営成績に関する分析

（訂正前）

③経常損失

当連結会計年度の経常損失は、持分法による投資損失が２億 72 百万円発生したこと等により、５

億 20 百万円となりました。

④当期純損失

当連結会計年度の当期純損失は、貸倒引当金戻入額１億１百万円、債権譲渡益１億 50 百万円等あ

りましたが、固定資産等の減損損失５億 95 百万円等が発生し、８億 44 百万円となりました。

（訂正後）

③経常損失

当連結会計年度の経常損失は、持分法による投資損失が２億 65 百万円発生したこと等により、５

億 13 百万円となりました。

④当期純損失

当連結会計年度の当期純損失は、貸倒引当金戻入額１億１百万円、債権譲渡益１億 50 百万円等あ

りましたが、固定資産等の減損損失５億 95 百万円等が発生し、８億 37 百万円となりました。



（４）財政状態の分析

（訂正前）

当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ９億 43百万円減少し、87 億 52 百万円となりました。

①資 産

当連結会計年度末の流動資産は前年同期に比べ２億 14百万円減少し 37億 62 百万円、固定資産は７

億 28百万円減少し 49億 90 百万円となりました。流動資産減少の主な要因は、現金及び預金の減少４

億 52百万円、未成工事支出金の減少１億 80 百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少 52 百万円

等があった一方、保有目的を変更し、科目振替を行ったこと等による販売用不動産の増加５億 21 百万

円がありました。

固定資産減少の主な要因は、保有目的を変更し、科目振替を行ったことによる投資不動産の減少 13

億 66百万円（一方建物及び構築物、土地はそれぞれ１億62百万円、４億32百万円増加しております）、

減損損失の計上等に伴う工具、器具及び備品の減少４億 20百万円、関係会社株式の減少２億 81百万

円（主な要因は持分法による投資損失２億 72 百万円）等であります。一方、主な増加要因は、普通預

金の仮差押による勘定科目の組替え５億 67百万円によるものです。

②負 債

＜省略＞

③純資産

当連結会計年度末の純資産は前年同期に比べ８億 41百万円減少し、76 億 38 百万円となりました。

純資産減少の主な要因は、当期純損失の計上であります。

（訂正後）

当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ９億 22百万円減少し、91 億 56 百万円となりました。

①資 産

当連結会計年度末の流動資産は前年同期に比べ２億 14百万円減少し 37億 62 百万円、固定資産は７

億７百万円減少し 53億 94 百万円となりました。流動資産減少の主な要因は、現金及び預金の減少４

億 52百万円、未成工事支出金の減少１億 80 百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少 52 百万円

等があった一方、保有目的を変更し、科目振替を行ったこと等による販売用不動産の増加５億 21 百万

円がありました。

固定資産減少の主な要因は、保有目的を変更し、科目振替を行ったことによる投資不動産の減少 13

億 66百万円（一方建物及び構築物、土地はそれぞれ１億62百万円、４億32百万円増加しております）、

減損損失の計上等に伴う工具、器具及び備品の減少４億 20百万円、関係会社株式の減少２億 60百万

円（主な要因は持分法による投資損失２億 65 百万円）等であります。一方、主な増加要因は、普通預

金の仮差押による勘定科目の組替え５億 67百万円によるものです。

②負 債

＜省略＞

③純資産

当連結会計年度末の純資産は前年同期に比べ８億 20百万円減少し、80 億 42 百万円となりました。

純資産減少の主な要因は、当期純損失の計上であります。



３）キャッシュ・フローの指標のトレンド

(訂正前)

平成 20 年 9 月期 平成 21年 9月期 平成 22 年 9 月期

自己資本比率(%) 90.5 87.5 87.3

時価ベースの自己資本比率(%) 18.3 19.2 12.5

(訂正後)

平成 20 年 9 月期 平成 21年 9月期 平成 22 年 9 月期

自己資本比率(%) 90.7 87.9 87.8

時価ベースの自己資本比率(%) 17.8 18.5 11.9

(５）継続企業の前提に関する重要な事象等

(訂正前)

当社連結会計期間におきまして当期純損失８億 44百万円を計上いたしましたが、この主な要因は、減損損失

の計上及び IT事業における取引先の経営悪化に伴う売上高の減少によるものです。

＜省略＞

また、財務状況におきましても、当連結会計年度末における現金及び預金残高は 27 億 6 百万円であり、また、

自己資本比率も 87.3%と高水準を維持しており、一般に 70%以上であれば理想企業と言われております。

従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

(訂正後)

当社連結会計期間におきまして当期純損失８億 37百万円を計上いたしましたが、この主な要因は、減損損失

の計上及び IT事業における取引先の経営悪化に伴う売上高の減少によるものです。

＜省略＞

また、財務状況におきましても、当連結会計年度末における現金及び預金残高は 27 億 6 百万円であり、また、

自己資本比率も 87.8%と高水準を維持しており、一般に 70%以上であれば理想企業と言われております。

従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。



２．企業集団の状況

②持分法適用関連会社

（訂正前）

（平成 22 年９月 30 日現在）

名称 住所 資本金（千円）
主要な事業

の内容

議決権の所有割合

（％）
関係内容

㈱テークスグループ

※５
東京都千代田区 2,713,552

試験機事業、

民生品事業

38.42

[11.37]
なし

（訂正後）

（平成 22 年９月 30 日現在）

名称 住所 資本金（千円）
主要な事業

の内容

議決権の所有割合

（％）
関係内容

㈱テークスグループ

※５
東京都千代田区 2,713,552

試験機事業、

民生品事業

38.39

[11.37]
なし



４． 連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成21年９月30日)

当連結会計年度

(平成22年９月30日)

資産の部

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券 109,730 102,496

関係会社株式 ※1 938,968 ※1 657,549

長期貸付金 ― 168,300

長期未収入金 1,163,061 1,162,604

投資不動産（純額） ※3 1,366,907 ※6 ―

破産更生債権等 1,922,927 1,923,799

仮差押 ― 567,892

その他 189,928 183,785

貸倒引当金 △2,396,513 △2,374,398

投資その他の資産合計 3,295,010 2,392,031

固定資産合計 5,718,823 4,990,529

資産合計 9,696,178 8,752,981

純資産の部

株主資本

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 11,769,273 11,769,273

利益剰余金 △6,154,922 △6,998,940

自己株式 △604,074 △604,076

株主資本合計 8,510,276 7,666,256

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △29,664 △27,377

評価・換算差額等合計 △29,664 △27,377

純資産合計 8,480,612 7,638,878

負債純資産合計 9,696,178 8,752,981



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成21年９月30日)

当連結会計年度

(平成22年９月30日)

資産の部

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券 109,730 102,496

関係会社株式 ※1 1,321,602 ※1 1,061,022

長期貸付金 ― 168,300

長期未収入金 1,163,061 1,162,604

投資不動産（純額） ※3 1,366,907 ※6 ―

破産更生債権等 1,922,927 1,923,799

仮差押 ― 567,892

その他 189,928 183,785

貸倒引当金 △2,396,513 △2,374,398

投資その他の資産合計 3,677,644 2,795,504

固定資産合計 6,101,457 5,394,002

資産合計 10,078,812 9,156,454

純資産の部

株主資本

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 11,769,273 11,769,273

利益剰余金 △5,734,600 △6,571,775

自己株式 △604,074 △604,076

株主資本合計 8,930,598 8,093,421

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △29,692 △27,456

土地評価差額金 △6,153 △6,153

為替換算調整勘定 △31,507 △17,460

評価・換算差額等合計 △67,352 △51,069

純資産合計 8,863,246 8,042,351

負債純資産合計 10,078,812 9,156,454



（２）連結損益計算書

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成20年10月１日

至 平成21年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日)

営業外収益

受取利息 3,032 995

受取配当金 141 141

受取給付金 11,108 11,744

有価証券売却益 13,573 ―

持分法による投資利益 49,315 ―

会員受入収入 36,190 36,190

投資不動産賃貸料 105,356 75,077

その他の営業外収益 40,453 35,221

営業外収益合計 259,171 159,371

営業外費用

持分法による投資損失 ― 272,418

投資不動産賃貸費用 91,716 48,056

その他の営業外費用 12,377 32,850

営業外費用合計 104,093 353,324

経常損失（△） △26,913 △520,165

税金等調整前当期純損失（△） △3,495,545 △838,732

当期純損失（△） △3,505,212 △844,012



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成20年10月１日

至 平成21年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30

日)

営業外収益

受取利息 3,032 995

受取配当金 141 141

受取給付金 11,108 11,744

有価証券売却益 13,573 ―

持分法による投資利益 55,451 ―

会員受入収入 36,190 36,190

投資不動産賃貸料 105,356 75,077

その他の営業外収益 40,453 35,221

営業外収益合計 265,307 159,371

営業外費用

持分法による投資損失 ― 265,575

投資不動産賃貸費用 91,716 48,056

その他の営業外費用 12,377 32,850

営業外費用合計 104,093 346,481

経常損失（△） △20,777 △513,322

税金等調整前当期純損失（△） △3,489,409 △831,889

当期純損失（△） △3,499,076 △837,169



（３）連結株主資本等変動計算書

（訂正前）
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30
日)

株主資本

利益剰余金

前期末残高 △6,432,379 △6,154,922

当期変動額

当期純損失（△） △3,505,212 △844,012

新規連結に伴う利益剰余金の増加 ― △5

欠損填補 3,782,669 ―

当期変動額合計 277,457 △844,018

当期末残高 △6,154,922 △6,998,940

株主資本合計

前期末残高 12,015,493 8,510,276

当期変動額

資本準備金の取崩 △3,782,669 ―

当期純損失（△） △3,505,212 △844,012

自己株式の取得 △4 △1

新規連結に伴う利益剰余金の増加 ― △5

欠損填補 3,782,669 ―

当期変動額合計 △3,505,217 △844,020

当期末残高 8,510,276 7,666,256

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △45,462 △29,664

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）

13,798 2,286

当期変動額合計 13,798 2,286

当期末残高 △29,664 △27,377

評価・換算差額等合計

前期末残高 △43,462 △29,664

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）

13,798 2,286

当期変動額合計 13,798 2,286

当期末残高 △29,664 △27,377

純資産合計

前期末残高 11,972,031 8,480,612

当期変動額

資本準備金の取崩 △3,782,669 ―

当期純損失（△） △3,505,212 △844,012

自己株式の取得 △4 △1

新規連結に伴う利益剰余金の増加 ― △5



欠損填補 3,782,669 ―

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）

13,798 2,286

当期変動額合計 △3,491,418 △841,733

当期末残高 8,480,612 7,638,878



（訂正後）
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30
日)

株主資本

利益剰余金

前期末残高 △6,018,193 △5,734,600

当期変動額

当期純損失（△） △3,499,076 △837,169

新規連結に伴う利益剰余金の増加 ― △5

欠損填補 3,782,669 ―

当期変動額合計 283,592 △837,175

当期末残高 △5,734,600 △6,571,775

株主資本合計

前期末残高 12,429,679 8,930,598

当期変動額

資本準備金の取崩 △3,782,669 ―

当期純損失（△） △3,499,076 △837,169

自己株式の取得 △4 △1

新規連結に伴う利益剰余金の増加 ― △5

欠損填補 3,782,669 ―

当期変動額合計 △3,499,081 △837,177

当期末残高 8,930,598 8,093,421

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △43,511 △29,692

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）

13,819 2,236

当期変動額合計 13,819 2,236

当期末残高 △29,692 △27,456

土地評価差額金

前期末残高 ― △6,153

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）

△6,153 ―

当期変動額合計 △6,153 ―

当期末残高 △6,153 △6,153

為替換算調整勘定

前期末残高 △23,529 △31,507

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）

△7,978 14,047

当期変動額合計 △7,978 14,047

当期末残高 △31,507 △17,460

評価・換算差額等合計

前期末残高 △67,040 △67,352

当期変動額



株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）

△312 16,283

当期変動額合計 △312 16,283

当期末残高 △67,352 △51,069

純資産合計

前期末残高 12,362,639 8,863,246

当期変動額

資本準備金の取崩 △3,782,669 ―

当期純損失（△） △3,499,076 △837,169

自己株式の取得 △4 △1

新規連結に伴う利益剰余金の増加 ― △5

欠損填補 3,782,669 ―

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）

△312 16,283

当期変動額合計 △3,499,393 △820,895

当期末残高 8,863,246 8,042,351



（4）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成20年10月１日

至 平成21年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30

日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △3,495,545 △838,732

持分法による投資損益（△は益） △49,315 272,418

（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成20年10月１日

至 平成21年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30

日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △3,489,409 △831,889

持分法による投資損益（△は益） △55,451 265,575



注記事項

（連結貸借対照表関係）

（訂正前）

前連結会計年度
(平成21年９月30日)

当連結会計年度
(平成22年９月30日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであり

ます。

関係会社株式 938,968千円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであり

ます。

関係会社株式 657,549千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

1,481,975千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

851,172千円

※３ 投資不動産減価償却累計額

47,556千円

―――――

※４ 受取手形裏書高

5,355千円

※４ 受取手形裏書高

2,739千円

※５ 有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

土地 14,253千円

建物及び構築物 0千円

機械装置 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計 14,259千円

※５ 有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

土地 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計 11,805千円

――――― ※６ 不動産の保有目的の変更

下記の不動産は、当連結開会年度から保有目的

を変更したため振替表示をしております。

（振替時帳簿価額）

固定資産から販売用不動産 10,460千円

投資不動産から販売用不動産 523,173千円

固定資産から販売用不動産 781,049千円



（訂正後）

前連結会計年度
(平成21年９月30日)

当連結会計年度
(平成22年９月30日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであり

ます。

関係会社株式 1,321,602千円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであり

ます。

関係会社株式 1,061,022千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

1,481,975千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

851,172千円

※３ 投資不動産減価償却累計額

47,556千円

―――――

※４ 受取手形裏書高

5,355千円

※４ 受取手形裏書高

2,739千円

※５ 有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

土地 14,253千円

建物及び構築物 0千円

機械装置 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計 14,259千円

※５ 有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

土地 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計 11,805千円

――――― ※６ 不動産の保有目的の変更

下記の不動産は、当連結開会年度から保有目的

を変更したため振替表示をしております。

（振替時帳簿価額）

固定資産から販売用不動産 10,460千円

投資不動産から販売用不動産 523,173千円

固定資産から販売用不動産 781,049千円



（金融商品関係）

（訂正前）

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額

（千円）(*)

時価

（千円）(*)

差額

（千円）

（７）関係会社株式 657,549 629,717 △27,832

資産計 4,784,048 4,756,216 △27,832

（訂正後）

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額

（千円）(*)

時価

（千円）(*)

差額

（千円）

（７）関係会社株式 1,061,022 629,717 △431,305

資産計 5,187,521 4,756,216 △431,305



（セグメント情報等）

事業の種類別セグメント情報

（訂正前）

前連結会計年度（自 平成 20 年 10 月１日 至 平成 21 年９月 30 日）

ゴルフ・リ

ゾート事

業

（千円）

ファイナ

ンス事

業

（千円）

インベス

トメント

事業

（千円）

建設事業

（千円）

ＩＴ事業

（千円）

リアルエ

ステート

事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅱ．資産、減価

償却費、減損

損失及び資本

的支出

資産 2,669,438 378,30 2,975,185 1,693,275 457,334 25,255 8,198,850 1,497,328 9,696,178

＜省略＞

当連結会計年度（自 平成 21 年 10 月１日 至 平成 22 年９月 30 日）

ゴルフ・リ

ゾート事

業

（千円）

ファイナ

ンス事業

（千円）

インベス

トメント

事業

（千円）

建設事業

（千円）

リアルエ

ステート

事業

（千円）

ＩＴ事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅱ．資産、減価

償却費、減損

損失及び資本

的支出

資産 3,256,061 189,276 1,074,012 1,504,662 1,348,127 ― 7,372,141 1,380,840 8,752,981



（訂正後）

前連結会計年度（自 平成 20 年 10 月１日 至 平成 21 年９月 30 日）

ゴルフ・リ

ゾート事

業

（千円）

ファイナ

ンス事

業

（千円）

インベス

トメント

事業

（千円）

建設事業

（千円）

ＩＴ事業

（千円）

リアルエ

ステート

事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅱ．資産、減価

償却費、減損

損失及び資本

的支出

資産 2,669,438 378,30 3,357,818 1,693,275 457,334 25,255 8,581,483 1,497,32810,078,812

＜省略＞

当連結会計年度（自 平成 21 年 10 月１日 至 平成 22 年９月 30 日）

ゴルフ・リ

ゾート事

業

（千円）

ファイナ

ンス事業

（千円）

インベス

トメント

事業

（千円）

建設事業

（千円）

リアルエ

ステート

事業

（千円）

ＩＴ事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅱ．資産、減価

償却費、減損

損失及び資本

的支出

資産 3,256,061 189,276 1,477,485 1,504,662 1,348,127 ― 7,775,614 1,380,840 9,156,454



（１株当たり情報）

（訂正前）

項目

前連結会計年度

（自 平成 20 年 10 月１日

至 平成 21 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 21年 10 月１日

至 平成 22年９月 30日）

１株当たり純資産額 209 円 70 銭 188 円 88 銭

１株当たり当期純損失 86 円 67 銭 20 円 87 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。

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。

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

前連結会計年度

（自 平成 20 年 10 月１日

至 平成 21 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 21年 10 月１日

至 平成 22年９月 30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円）
8,480,612 7,638,878

普通株式に係る純資産額（千円） 8,480,612 7,638,878

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,648 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株）
40,442,203 40,442,156

２．１株当たり当期純損失金額

前連結会計年度

（自 平成 20 年 10 月１日

至 平成 21 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 21年 10 月１日

至 平成 22年９月 30日）

１株当たり当期純損失

当期純損失（千円） 3,505,212 844,012

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） 3,505,212 844,012

期中平均株式数（株） 40,442,241 40,442,166



（訂正後）

項目

前連結会計年度

（自 平成 20 年 10 月１日

至 平成 21 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 21年 10 月１日

至 平成 22年９月 30日）

１株当たり純資産額 219 円 16 銭 198 円 86 銭

１株当たり当期純損失 86 円 52 銭 20 円 70 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。

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。

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

前連結会計年度

（自 平成 20 年 10 月１日

至 平成 21 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 21年 10 月１日

至 平成 22年９月 30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円）
8,863,246 8,042,351

普通株式に係る純資産額（千円） 8,863,246 8,042,351

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,648 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株）
40,442,203 40,442,156

２．１株当たり当期純損失金額

前連結会計年度

（自 平成 20 年 10 月１日

至 平成 21 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 21年 10 月１日

至 平成 22年９月 30日）

１株当たり当期純損失

当期純損失（千円） 3,499,076 837,169

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） 3,499,076 837,169

期中平均株式数（株） 40,442,241 40,442,166


