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（訂正・数値データ訂正）「平成 25 年 12 月期 決算短信[日本基準]（連結）」の

一部修正に関するお知らせ

平成 26 年 2 月 17 日 18 時 00 分に公表いたしました「平成 25 年 12 月期 決算短信[日

本基準]」（連結）」の記載事項の一部に訂正すべき点がございました。謹んでお詫び申し

上げますとともに下記のとおり訂正いたします。

記

＜訂正事項＞＜訂正事項＞＜訂正事項＞＜訂正事項＞

サマリー情報

1、平成 25 年 12 月期の連結業績（平成 25 年１月１日～平成 25 年 12 月 31 日）

（3）連結キャッシュ・フローの状況

添付資料

1、経営成績・財政状態に関する分析

（1）経営成績に関する分析

（3）財政状態に関する分析

4、連結財務諸表

（4）（連結キャッシュ・フロー計算書）

（6）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）



＜訂正箇所＞＜訂正箇所＞＜訂正箇所＞＜訂正箇所＞下線部分を訂正しております。

サマリー情報

1、平成 25 年 12 月期の連結業績（平成 25 年１月１日～平成 25 年 12 月 31 日）

（訂正前）

（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

25 年 12 月期 △46 △22 53 19

24 年 12 月期 △83 60 △16 35

（訂正後）

（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

25 年 12 月期 △39 △29 53 19

24 年 12 月期 △83 60 △16 35

添付資料

１、経営成績・財政状態に関する分析

（1）経営成績に関する分析

②スポーツ事業

（訂正前）

（前年同期比 7.4％増）

（訂正後）

（前年同期比 7.4％減）

③不動産事業

（訂正前）

営業損失は 12,100 千円となりました。

（訂正後）

営業損失は 12,239 千円となりました。



（3）財政状態に関する分析

キャッシュ・フローの状況

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

（訂正前）

その他流動資産の増加 12,196 千円

（訂正後）

その他流動資産の増加 20,082 千円

４、連結財務諸表

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

当連結会計年度（自 平成 25 年１月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

その他 ６９８

（訂正後）

当連結会計年度（自 平成 25 年１月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

その他 ７００



（６）セグメント情報等

a、セグメント情報

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

（訂正前）

当連結会計年度(自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日)

(注) １．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△104,058千円は、主に報告セグメントには配分していない全社費用で

あり、主に持株会社である親会社に係る費用であります。

(2) セグメント資産の調整額61,568千円は、主に報告セグメントには配分していない全社資産であり、主に持株会

社である親会社に係る資産であります。

(3) 減価償却費の調整額1,766千円は、主に報告セグメントには配分していない全社費用であり、主に持株会社で

ある親会社に係る費用であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額5,215千円は、親会社の本社移転に係る設備投資額でありま

す。

２．セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

(単位：千円)

報告セグメント

調整額

(注)１

連結財務諸表

計上額

(注)２住宅事業

スポーツ

事業

不動産事業 Ｗｅｂ事業 合計

売上高

外部顧客への

売上高

260,444 162,795 410,100 43,708 877,048 ― 877,044

セグメント間の

内部売上高

又は振替高

  ― ― ― 2,100 2,100 △2,100 ―

計
260，444 162,795 410,100 45,808 879,148 △2,100 877,048

セグメント利益

又は損失(△)

25,463 9,980 △12,100 △10,072 13,271 △104,058 △90,787

セグメント資産
86,691 120,387 50,625 10,467 268,171 9,462 277,634

その他の項目

減価償却費 379 14,698 609 587 16,275 1,225 17,500

のれんの償却額 ― ― 11,428 ― 11,428 ― 11,428

減損損失 1,801 11,532 ― ― 12,789 ― 13,333

有形固定資産及び無形固定資産の

増加額

1,294 15,249 2,760 3,937 23,242 2,116 25,359



（訂正後）

当連結会計年度(自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日)

(注) １．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△104,058千円は、主に報告セグメントには配分していない全社費用で

あり、主に持株会社である親会社に係る費用であります。

(2) セグメント資産の調整額9,462千円は、主に報告セグメントには配分していない全社資産であり、主に持株会

社である親会社に係る資産であります。

(3) 減価償却費の調整額1,225千円は、主に報告セグメントには配分していない全社費用であり、主に持株会社で

ある親会社に係る費用であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,116千円は、親会社の本社移転に係る設備投資額でありま

す。

２．セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

以上

(単位：千円)

報告セグメント

調整額

(注)１

連結財務諸表

計上額

(注)２住宅事業

スポーツ

事業

不動産事業 Ｗｅｂ事業 合計

売上高

外部顧客への

売上高

260,444 162,795 410,100 43,708 877,048 ― 877,048

セグメント間の

内部売上高

又は振替高

  ― ― ― 2,100 2,100 △2,100 ―

計
260，444 162,795 410,100 45,808 879,148 △2,100 877,048

セグメント利益

又は損失(△)

25,463 9,980 △12,239 △10,072 13,132 △104,058 △90,926

セグメント資産
86,691 120,387 50,625 10,467 268,171 9,462 277,634

その他の項目

減価償却費 379 14,698 609 587 16,275 1,225 17,500

のれんの償却額 ― ― 11,428 ― 11,428 ― 11,428

減損損失 1,801 11,532 ― ― 13,333 ― 13,333

有形固定資産及び無形固定資産の

増加額

1,294 15,249 2,760 3,937 23,242 2,116 25,359


