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（訂正）「平成24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24年２月10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（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 885 114.8 △41 ― △246 ― △248 ―
23年９月期第１四半期 770 ― △91 ― △152 ― 286 ―
（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 264 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 7 09 ― ―

(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 8,916 7,754 87.0
23年９月期 9,141 8,002 87.5

（参考）自己資本 24 年９月期第 1 四半期 7,754 百万円 23 年９月期 8,002 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 ― △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



１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（訂正前）

(1)経営成績の分析

＜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 四半期純利益２億 86 百万

円）となりました。

（訂正後）

(1)経営成績の分析

＜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。



（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

（訂正前）

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 16

百万円となりました。流動資産は４百万円増加し 39億 22 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。

＜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 54 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）

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。

＜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。



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

流動資産

現金及び預金 2,864,023 2,744,589

受取手形・完成工事未収入金等 419,728 470,420

商品 13,234 11,378

材料貯蔵品 14,074 10,885

販売用不動産 534,563 534,563

その他 98,948 180,748

貸倒引当金 △27,168 △30,403

流動資産合計 3,917,404 3,922,182

資産合計 9,141,494 8,916,319

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 △482,408 △730,811

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,064,325 7,815,923

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 8,002,593 7,754,012

負債純資産合計 9,141,494 8,916,319



（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

流動資産

現金及び預金 2,864,023 2,744,589

受取手形・完成工事未収入金等 419,728 470,420

商品 13,234 11,378

材料貯蔵品 14,074 10,885

販売用不動産 534,563 534,563

その他 100,098 181,898

貸倒引当金 △27,168 △30,403

流動資産合計 3,918,554 3,923,332

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



（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)

特別利益

貸倒引当金戻入額 16,100 －

持分法過年度修正益 427,165 －

前期損益修正益 103 －

その他 5,046 －

特別利益合計 448,415 －

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（△）
293,007 △246,676

四半期純利益又は四半期期純損失（△） 286,633 △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)

特別利益

貸倒引当金戻入額 16,100 －

前期損益修正益 103 －

その他 5,046 －

特別利益合計 21,250 －

税金等調整前四半期純損失（△） △134,158 △246,676

四半期期純損失（△） △140,532 △248,402



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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 286,633 △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 △24,302 △1,798

その他の包括利益合計 △22,224 △178

四半期包括利益 264,409 △248,580

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 264,409 △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 △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


