
 
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 23 年 3 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 

 

平成 22 年８月 11 日に公表いたしました「平成 23 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔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23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

（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 ％

23年3月期第1四半期 816 ― △43 ― △54 ― △85 ―

22年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年3月期第1四半期 △7,555.12 ―

22年3月期第1四半期 ― ―

（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

23年3月期第1四半期 4,289 935 21.8 82,200.67
22年3月期 4,562 1,021 22.4 89,755.80

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 935万円 22年3月期 1,021百万円

（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 ％

23年3月期第1四半期 816 ― △41 ― △54 ― △108 ―

22年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年3月期第1四半期 △9,525.43 ―

22年3月期第1四半期 ― ―

（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

23年3月期第1四半期 4,427 864 19.5 75,936.89
22年3月期 4,725 972 20.6 85,462.32

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 864万円 22年3月期 972百万円



 (訂正前） 

～前略～ 

このような状況のもとで、業績につきましては売上高は816百万円、利益面については営業損失43

百万円、経常損失54百万円、四半期純損失85百万円となりました。 

なお、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間及び第４四半期連結累計期間から四半期連結財務

諸表を作成しておりますので、前第１四半期連結会計期間の連結業績については記載しておりませ

ん。 

  

 (訂正後） 

～前略～ 

このような状況のもとで、業績につきましては売上高は816百万円、利益面については営業損失41

百万円、経常損失54百万円、四半期純損失108百万円となりました。 

なお、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間及び第４四半期連結累計期間から四半期連結財務

諸表を作成しておりますので、前第１四半期連結会計期間の連結業績については記載しておりませ

ん。 

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



  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 （訂正前） 

① 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて14.1％減少し、2,031百万円となりました。これは、完成

工事未収入金が141百万円増加しましたが、現金及び預金が448百万円、販売用不動産が34百万円それ

ぞれ減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.8％増加し、2,257百万円となりました。これは、有形固

定資産が57百万円増加したことなどによります。 

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.9％減少し、4,289百万円となりました。 

  

② 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて17.5％減少し、1,159百万円となりました。これは、工事

未払金が139百万円、短期借入金が63百万円、未払法人税等が48百万円それぞれ減少したことなどに

よります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.7％増加し、2,193百万円となりました。これは、長期借

入金が61百万円減少しましたが、資産除去債務が97百万円、繰延税金負債が28百万円増加したことな

どによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.2％減少し、3,353百万円となりました。 

  

③ 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて8.4％減少し、935百万円となりました。これは、利益剰

余金が85百万円減少したことによります。 

  

 （訂正後） 

① 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて15.1％減少し、2,008百万円となりました。これは、完成

工事未収入金が141百万円増加しましたが、現金及び預金が448百万円、販売用不動産が34百万円それ

ぞれ減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.6％増加し、2,419百万円となりました。これは、有形固

定資産が56百万円増加したことなどによります。 

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.3％減少し、4,427百万円となりました。 

  

② 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて17.4％減少し、1,166百万円となりました。これは、工事

未払金が139百万円、短期借入金が63百万円、未払法人税等が48百万円それぞれ減少したことなどに

よります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.5％増加し、2,397百万円となりました。これは、長期借

入金が61百万円減少しましたが、資産除去債務が97百万円、繰延税金負債が28百万円増加したことな

どによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.0％減少し、3,563百万円となりました。 

  

③ 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて11.1％減少し、864百万円となりました。これは、利益

剰余金が108百万円減少したことによります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報



  
(2) キャッシュ・フローの状況の分析 

～前略～ 

（訂正前） 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは305百万円の減少となりました。 

 その主な内訳は、売上債権の増加が141百万円、仕入債務の減少が139百万円などにより資金減少と

なりました。 

  

③ 財務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・フローは124百万円の減少となりました。 

 その主な内訳は、長期借入れの返済が124百万円あったことにより資金減少となりました。 

  

（訂正後） 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは304百万円の減少となりました。 

 その主な内訳は、売上債権の増加が141百万円、仕入債務の減少が139百万円などにより資金減少と

なりました。 

  

③ 財務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・フローは125百万円の減少となりました。 

 その主な内訳は、長期借入れの返済が124百万円あったことにより資金減少となりました。 



 （訂正前） 

４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

 当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日)

資産の部

 流動資産

  現金預金 487,132

  完成工事未収入金 316,228

  不動産事業未収入金 5,385

  販売用不動産 861,626

  未成工事支出金 36,252

  仕掛販売用不動産 244,459

  原材料及び貯蔵品 76

  その他 82,479

  貸倒引当金 △2,412

  流動資産合計 2,031,228

 固定資産

  有形固定資産

   建物（純額） 1,559,348

   その他（純額） 382,597

   有形固定資産計 1,941,946

  無形固定資産 6,251

  投資その他の資産

   その他 317,779

   貸倒引当金 △8,032

   投資その他の資産計 309,747

  固定資産合計 2,257,945

 資産合計 4,289,173

負債の部

 流動負債

  工事未払金 125,650

  不動産事業未払金 750

  短期借入金 772,842

  1年内償還予定の社債 110,000

  未払法人税等 2,635

  賞与引当金 5,235

  工事損失引当金 8,903

  その他 133,945

  流動負債合計 1,159,961



(単位：千円)

 当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日)

 固定負債

  社債 760,000

  長期借入金 734,985

  退職給付引当金 32,619

  預り保証金 480,135

  資産除去債務 97,880

  その他 88,147

  固定負債合計 2,193,768

 負債合計 3,353,730

純資産の部

 株主資本

  資本金 260,782

  資本剰余金 226,282

  利益剰余金 483,339

  自己株式 △34,960

  株主資本合計 935,443

 純資産合計 935,443

負債純資産合計 4,289,173



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 487,132 935,604

  受取手形・完成工事未収入金等 329,922 187,968

  販売用不動産 861,626 895,736

  未成工事支出金 36,252 54,740

  仕掛販売用不動産 244,459 244,000

  原材料及び貯蔵品 76 61

  その他 51,819 49,303

  貸倒引当金 △2,412 △1,143

  流動資産合計 2,008,877 2,366,272

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物（純額） 1,599,182 1,540,576

   リース資産（純額） 161,154 162,742

   その他（純額） 342,763 343,621

   有形固定資産合計 2,103,100 2,046,939

  無形固定資産 6,251 6,789

  投資その他の資産

   その他 317,779 313,234

   貸倒引当金 △8,032 △8,032

   投資その他の資産合計 309,747 305,202

  固定資産合計 2,419,099 2,358,931

 資産合計 4,427,976 4,725,203

負債の部

 流動負債

  支払手形・工事未払金等 131,530 270,316

  短期借入金 500,000 500,000

  1年内返済予定の長期借入金 272,842 336,175

  1年内償還予定の社債 110,000 110,000

  リース債務 4,312 4,278

  未払法人税等 2,635 50,836

  賞与引当金 5,235 10,512

  工事損失引当金 8,903 －

  その他 130,655 130,311

  流動負債合計 1,166,114 1,412,430



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日)

 固定負債

  社債 760,000 760,000

  長期借入金 734,985 796,528

  リース債務 158,369 159,460

  退職給付引当金 32,619 33,622

  預り保証金 480,135 484,572

  資産除去債務 97,880 －

  その他 133,710 106,028

  固定負債合計 2,397,700 2,340,211

 負債合計 3,563,815 3,752,642

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 412,057 520,457

  自己株式 △34,960 △34,960

  株主資本合計 864,161 972,561

 純資産合計 864,161 972,561

負債純資産合計 4,427,976 4,725,203



 （訂正前） 

（２）四半期連結損益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

  当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 816,251

売上原価 716,847

売上総利益 99,403

販売費及び一般管理費 142,449

営業利益 △43,045

営業外収益

 受取利息 60

 その他 964

 営業外収益合計 1,025

営業外費用

 支払利息 8,477

 その他 3,740

 営業外費用合計 12,218

経常利益 △54,238

特別利益

 貸倒引当金戻入額 36

 特別利益合計 36

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

 特別損失合計 21,671

税金等調整前四半期純利益 △75,874

法人税、住民税及び事業税 2,319

法人税等調整額 7,783

法人税等合計 10,102

四半期純利益 △85,977



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日)

売上高 816,251

売上原価 715,666

売上総利益 100,584

販売費及び一般管理費 142,449

営業損失（△） △41,865

営業外収益

 受取利息 60

 受取手数料 388

 受取保険金 325

 その他 250

 営業外収益合計 1,025

営業外費用

 支払利息 11,691

 その他 1,778

 営業外費用合計 13,470

経常損失（△） △54,309

特別利益

 貸倒引当金戻入額 36

 特別利益合計 36

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

 特別損失合計 21,671

税金等調整前四半期純損失（△） △75,945

法人税、住民税及び事業税 2,319

法人税等調整額 30,134

法人税等合計 32,454

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △108,399

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △108,399



 （訂正前） 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

 当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前四半期純利益 △75,874

 減価償却費 36,230

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,269

 賞与引当金の増減額（△は減少） △5,277

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,002

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 8,903

 受取利息及び受取配当金 △369

 支払利息 42,861

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671

 売上債権の増減額（△は増加） △141,953

 たな卸資産の増減額（△は増加） 48,449

 差入保証金の増減額（△は増加） △847

 仕入債務の増減額（△は減少） △144,540

 未払消費税等の増減額（△は減少） △9,044

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 10,712

 預り保証金の増減額（△は減少） △8,275

 その他 △1,908

 小計 △218,997

 利息及び配当金の受取額 333

 利息の支払額 △36,412

 法人税等の支払額 △48,143

 営業活動によるキャッシュ・フロー △303,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

 有形固定資産の取得による支出 △16,090

 定期預金の預入による支出 △1,950

 投資活動によるキャッシュ・フロー △18,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入れによる収入 400,000

 短期借入金の返済による支出 △400,000

 長期借入金の返済による支出 △124,876

 配当金の支払額 △16

 財務活動によるキャッシュ・フロー △124,892

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △448,471

現金及び現金同等物の期首残高 891,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 443,282



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

 当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前四半期純利益 △75,945

 減価償却費 36,158

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,269

 賞与引当金の増減額（△は減少） △5,277

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,002

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 8,903

 受取利息及び受取配当金 △60

 支払利息 11,691

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671

 売上債権の増減額（△は増加） △141,953

 たな卸資産の増減額（△は増加） 48,449

 差入保証金の増減額（△は増加） △847

 仕入債務の増減額（△は減少） △139,410

 未払消費税等の増減額（△は減少） △9,044

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 10,712

 預り保証金の増減額（△は減少） △5,373

 その他 △7,780

 小計 △247,840

 利息及び配当金の受取額 24

 利息の支払額 △6,288

 法人税等の支払額 △50,377

 営業活動によるキャッシュ・フロー △304,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

 有形固定資産の取得による支出 △16,090

 定期預金の預入による支出 △1,950

 投資活動によるキャッシュ・フロー △18,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入れによる収入 400,000

 短期借入金の返済による支出 △400,000

 長期借入金の返済による支出 △124,876

 リース債務の返済による支出 △1,057

 配当金の支払額 △16

 財務活動によるキャッシュ・フロー △125,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △448,471

現金及び現金同等物の期首残高 891,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 443,282



２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

（５）セグメント情報等

報告セグメント

その他 合計

建設事業 不動産事業
不動産賃貸

事業
その他事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 525,292 53,237 232,001 5,718 816,251 － 816,251

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － － － － － －

計 525,292 53,237 232,001 5,718 816,251 － 816,251

セグメント利益又は損失(△) △13,578 7,690 12,010 3,471 9,594 － 9,594

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
その他事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 525,292 53,237 232,001 5,718 816,251 816,251

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － － － － －

計 525,292 53,237 232,001 5,718 816,251 816,251

セグメント利益又は損失(△) △13,578 7,690 13,190 3,471 10,774 10,774



  
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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一般管理費であります。 

  

（訂正後） 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 9,594

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △52,639

棚卸資産の調整額 －

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △43,045

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 10,774

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △52,639

棚卸資産の調整額 －

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △41,865
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