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（訂正）「平成24年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

当社は、平成24年８月９日に発表し、平成25年12月26日に一部訂正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 ％ 

24年９月期第３四半期 2,378 13.4 △235 ― △423 ― △375 ― 
23年９月期第３四半期 2,097 3.2 △415 ― △330 ― 4 ― 
（注）包括利益  24 年９月期第３四半期 △354 百万円（―％） 23 年９月期第 3四半期 1 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３四半期 △9 26 ― ― 
23年９月期第３四半期 0 12 ― ― 

 

(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３四半期 8,850 7,648 86.4 
23年９月期 9,141 8,003 87.5 

（参考）自己資本  24 年９月期第３四半期 7,648 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３四半期 2,378 13.4 △235 ― △403 ― △354 ― 
23年９月期第３四半期 2,097 3.2 △415 ― △436 ― △101 ― 
（注）包括利益  24年９月期第３四半期 △333百万円（―％） 23年９月期第3四半期 △101百万円（―％） 

 

 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３四半期 △8 77 ― ― 
23年９月期第３四半期 2 50 ― ― 

 

(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３四半期 8,779 7,577 86.3 
23年９月期 9,049 7,910 87.4 

（参考）自己資本  24 年９月期第３四半期 7,577 百万円   23 年９月期 7,910 百万円 
 



１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（訂正前） 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

＜省略＞ 

経常損益に関しましては、持分法による投資損失を２億14百万円計上いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高23億78百万円（前年同四半期売上高20億97百

万円）、営業損失２億35百万円（前年同四半期営業損失４億13百万円）、経常損失４億23百万円（前年

同四半期経常損失３億30百万円）、四半期純損失３億75百万円（前年同四半期 四半期純利益４百万円）

となりました。 

 

（訂正後） 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

＜省略＞ 

経常損益に関しましては、持分法による投資損失を１億93百万円計上いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高23億78百万円（前年同四半期売上高20億97百

万円）、営業損失２億35百万円（前年同四半期営業損失４億13百万円）、経常損失４億３百万円（前年

同四半期経常損失４億36百万円）、四半期純損失３億54百万円（前年同四半期 四半期純損失１億１百

万円）となりました。 

 

 



（訂正前） 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

当第３四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２億91百万円減少し、88億50百万円

となりました。 

流動資産は99百万円減少し38億19百万円、固定資産は１億92百万円減少し50億31百万円となりました。 

固定資産減少の内訳は有形固定資産の増加19百万円、無形固定資産の増加５百万円、投資その他の資産

の減少の主な原因は、持分法による投資損失により関係会社株式が１億97百万円減少したことによります。 

 

＜省略＞ 

 

(純資産) 

当第３四半期連結会計期間の純資産合計は、前連結会計年度に比べて3億54百万円減少し、76億48百万円

となりました。 

 

 

（訂正後） 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

当第３四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２億70百万円減少し、87億79百万円と

なりました。 

流動資産は99百万円減少し38億19百万円、固定資産は１億71百万円減少し49億59百万円となりました。 

固定資産減少の内訳は有形固定資産の増加19百万円、無形固定資産の増加５百万円、投資その他の資産の

減少の主な原因は、持分法による投資損失により関係会社株式が１億75百万円減少したことによります。 

 

＜省略＞ 

(純資産) 

当第３四半期連結会計期間の純資産合計は、前連結会計年度に比べて３億33百万円減少し、75億77百万円

となりました。 

 

 



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３四半期連結会計期間 

 (平成24年６月30日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産   

関係会社株式 1,048,919 851,423 

長期貸付金 383,550 354,750 

破産更生債権等 1,923,918 0 

その他 566,686 286,067 

貸倒引当金 △2,536,363 △323,341 

投資その他の資産合計 1,386,710 1,168,899 

固定資産合計 5,224,089 5,031,505 

 資産合計 9,142,644 8,850,864 

   

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 △856,771 

自己株式 △604,076 △604,076 

株主資本合計 8,065,475 7,689,963 

 その他包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △28,626 △24,965 

土地再評価差額金 △6,153 － 

為替換算調整勘定 △26,953 △16,017 

その他包括利益累計額合計 △61,732 △40,982 

純資産合計 8,003,743 7,648,980 

負債純資産合計 9,142,644 8,850,864 



（訂正後） 

  （単位：千円） 

 前連結会計年度 

(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

 (平成24年６月30日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産   

関係会社株式 955,405 779,645 

長期貸付金 383,550 354,750 

破産更生債権等 1,923,918 0 

その他 566,686 286,067 

貸倒引当金 △2,536,363 △323,341 

投資その他の資産合計 1,293,196 1,097,121 

固定資産合計 5,130,573 4,959,727 

 資産合計 9,049,130 8,779,087 

   

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 △576,935 △931,757 

自己株式 △604,076 △604,076 

株主資本合計 7,969,800 7,614,978 

 その他包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △28,626 △24,965 

土地再評価差額金 △6,153 ― 

為替換算調整勘定 △24,789 △12,808 

その他包括利益累計額合計 △59,569 △37,774 

純資産合計 7,910,230 7,577,202 

負債純資産合計 9,049,130 8,779,087 

 

 

 

 

 



（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３四半期連結累計期間 

 

 （訂正前） 

  （単位：千円） 
 前第３四半期連結累計期間 

(自 平成 22年 10月１日 

 至 平成 23年６月 30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 23年 10月１日 

 至 平成 24年６月 30日) 

   

営業外収益   

受取利息 12,018 9,597 

受取配当金 1,092 63 

受取給付金 9,606 1,815 

持分法による投資利益 48,876 － 

投資不動産賃貸料 22,036 26,517 

貸倒引当金戻入額 － 1,645 

その他 33,097 28,772 

営業外収益合計 126,727 68,413 

営業外費用   

持分法による投資損失 － 214,594 

投資不動産賃貸費用 26,742 33,917 

その他 17,606 7,946 

営業外費用合計 44,349 256,458 

経常損失（△） △330,622 △423,904 

   

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（△） 
11,617 △370,181 

   

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,984 △375,512 

 
 



  （訂正後） 

  （単位：千円） 
 前第３四半期連結累計期間 

(自 平成 22年 10月１日 

 至 平成 23年６月 30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 23年 10月１日 

 至 平成 24年６月 30日) 

   

営業外収益   

受取利息 12,018 9,597 

受取配当金 1,092 63 

受取給付金 9,606 1,815 

投資不動産賃貸料 22,036 26,517 

貸倒引当金戻入額 － 1,645 

その他 33,097 28,772 

営業外収益合計 77,849 68,413 

営業外費用   

持分法による投資損失 57,117 193,903 

投資不動産賃貸費用 26,742 33,917 

その他 17,606 7,946 

営業外費用合計 101,465 235,766 

経常損失（△） △436,616 △403,213 

   

税金等調整前四半期純損失（△） △94,376 △349,490 

   

四半期純損失（△） △101,009 △354,821 

 



  四半期連結包括利益計算書 

  第３四半期連結累計期間 

 

 （訂正前） 

  （単位：千円） 

 前第３四半期連結累計期間 

(自 平成 22年 10月１日 

 至 平成 23年６月 30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 23年 10月１日 

 至 平成 24年６月 30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,984 △375,512 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,899 3,650 

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,356 17,099 

その他の包括利益合計 △3,456 20,749 

四半期包括利益 1,528 △354,763 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,528 △354,763 

 

  

 （訂正後） 

  （単位：千円） 

 前第３四半期連結累計期間 

(自 平成 22 年 10 月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 23 年 10 月１日 

 至 平成24年６月30日) 

四半期純損失（△） △101,009 △354,821 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,899 3,650 

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,830 18,144 

その他の包括利益合計 △930 21,794 

四半期包括利益 △101,939 △333,027 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △101,939 △333,027 

 


