
 
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 25 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 24 年 11 月９日に公表いたしました「平成 25 年 3 月期 第 2 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25年3月期第２四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第２四半期 2,074 △24.3 △67 ― △79 ― △61 ―

24年3月期第２四半期 2,743 63.9 △100 ― △118 ― △74 ―

(注) 包括利益 25年3月期第２四半期 △61百万円( ―％) 24年3月期第２四半期 △74百万円( ―％)

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

25年3月期第２四半期 △5,394.25 ―
24年3月期第２四半期 △6,543.94 ―

（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

25年3月期第２四半期 2,928 566 19.3 46,768.33
24年3月期 3,177 627 19.7 55,162.59

(参考) 自己資本 25年3月期第２四半期 566百万円 24年3月期 627百万円

（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 ％

25年3月期第２四半期 2,074 △24.3 △65 ― △79 ― △75 ―

24年3月期第２四半期 2,743 63.9 △98 ― △118 ― △105 ―

(注) 包括利益 25年3月期第２四半期 △75百万円( ―％) 24年3月期第２四半期 △105百万円( ―％)

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

25年3月期第２四半期 △6,672.07 ―
24年3月期第２四半期 △9,266.51 ―

（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

25年3月期第２四半期 3,061 502 16.4 44,168.16
24年3月期 3,327 578 17.4 50,840.24

(参考) 自己資本 25年3月期第２四半期 502百万円 24年3月期 578百万円



 (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2,074,794千円（前年同四半期は2,743,722千

円）、利益面については営業損失67,517千円（前年同四半期は100,940千円）、経常損失79,341千円

（前年同四半期は118,364千円）、四半期純損失61,386千円（前年同四半期は74,470千円）となりまし

た。 

 (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2,074,794千円（前年同四半期は2,743,722千

円）、利益面については営業損失65,156千円（前年同四半期は98,579千円）、経常損失79,337千円（前

年同四半期は118,429千円）、四半期純損失75,928千円（前年同四半期は105,452千円）となりました。

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） 

（資 産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて15.2％減少し、1,036,881千円となりました。これは、未成

工事支出金が105,959千円及び繰延税金資産が17,579千円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が

345,777千円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3.1％減少し、1,892,093千円となりました。これは、建物及

び構築物が49,437千円減少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7.8％減少し、2,928,974千円となりました。 

  

（負 債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.1％減少し、1,330,721千円となりました。これは、未成工

事受入金が38,471千円増加しましたが、短期借入金が35,000千円及び１年内返済予定の長期借入金が

20,000千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12.1％減少し、1,031,889千円となりました。これは、社債

が25,000千円、長期借入金が112,596千円それぞれ減少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7.3％減少し、2,362,610千円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて9.7％減少し、566,363千円となりました。これは、利益剰

余金が61,386千円減少したことによります。 

  

 （訂正後） 

（資 産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて16.5％減少し、1,022,335千円となりました。これは、未成

工事支出金が105,959千円増加しましたが、現金及び預金が345,777千円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3.1％減少し、2,038,956千円となりました。これは、建物及

び構築物が49,437千円減少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8.0％減少し、3,061,292千円となりました。 

  

（負 債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.2％減少し、1,337,191千円となりました。これは、未成工

事受入金が38,471千円増加しましたが、短期借入金が35,000千円及び１年内返済予定の長期借入金が

20,000千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10.7％減少し、1,221,466千円となりました。これは、社債

が25,000千円、長期借入金が112,596千円それぞれ減少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6.9％減少し、2,558,658千円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて13.1％減少し、502,633千円となりました。これは、利益

剰余金が75,928千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



 （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)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 785,545 439,767

受取手形・完成工事未収入金等 292,679  329,065

販売用不動産 50,000 50,000

未成工事支出金 34,825 140,784

仕掛販売用不動産 19,121 19,121

繰延税金資産 4,266 21,846

その他 39,380 38,266

貸倒引当金 △1,737 △1,970

流動資産合計 1,224,082 1,036,881

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,401,635 1,352,198

その他（純額） 4,407 3,571

土地 333,355 333,355

有形固定資産合計 1,739,398 1,689,124

無形固定資産 12,954 12,338

投資その他の資産

その他 210,271 198,679

貸倒引当金 △9,532 △8,050

投資その他の資産合計 200,739 190,629

固定資産合計 1,953,092 1,892,093

資産合計 3,177,174 2,928,974

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 456,336 446,978

短期借入金 345,000 310,000

1年内返済予定の長期借入金 245,192 225,192

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 1,428 1,348

未成工事受入金 170,103 208,574

賞与引当金 6,257 4,900

完成工事補償引当金 12,133 6,086

工事損失引当金 7,230 4,075

その他 80,769 73,566

流動負債合計 1,374,453 1,330,721



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

固定負債

社債 100,000 75,000

長期借入金 479,908 367,312

退職給付引当金 29,057 29,544

預り保証金 396,398 391,555

資産除去債務 101,375 102,397

その他 68,231 66,080

固定負債合計 1,174,971 1,031,889

負債合計 2,549,424 2,362,610

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 175,646 114,259

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 627,750 566,363

純資産合計 627,750 566,363

負債純資産合計 3,177,174 2,928,974



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 785,545 439,767

受取手形・完成工事未
収入金等

292,679 329,065

販売用不動産 50,000 50,000

未成工事支出金 34,825 140,784

仕掛販売用不動産 19,121 19,121

繰延税金資産 4,266 7,299

その他 39,380 38,266

貸倒引当金 △1,737 △1,970

流動資産合計 1,224,082 1,022,335

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,401,635 1,352,198

その他（純額） 4,407 3,571

土地 333,355 333,355

リース資産（純額） 150,039 146,863

有形固定資産合計 1,889,437 1,835,988

無形固定資産 12,954 12,338

投資その他の資産

その他 210,271 198,679

貸倒引当金 △9,532 △8,050

投資その他の資産合計 200,739 190,629

固定資産合計 2,103,132 2,038,956

資産合計 3,327,214 3,061,292

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金
等

456,336 446,978

短期借入金 345,000 310,000

1年内返済予定の長期借
入金

245,192 225,192

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

リース債務 4,557 4,629

未払法人税等 1,428 1,348

未成工事受入金 170,103 208,574

賞与引当金 6,257 4,900

完成工事補償引当金 12,133 6,086

工事損失引当金 7,230 4,075

その他 82,610 75,406

流動負債合計 1,380,850 1,337,191



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

固定負債

社債 100,000 75,000

長期借入金 479,908 367,312

リース債務 150,488 148,154

退職給付引当金 29,057 29,544

預り保証金 396,398 391,555

資産除去債務 101,375 102,397

その他 110,573 107,503

固定負債合計 1,367,801 1,221,466

負債合計 2,748,652 2,558,658

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 126,457 50,529

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 578,561 502,633

純資産合計 578,561 502,633

負債純資産合計 3,327,214 3,061,292



 （訂正前） 

（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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 2,743,722 2,074,794

売上原価 2,591,051 1,929,901

売上総利益 152,671 144,892

販売費及び一般管理費 253,612  212,410

営業損失（△） △100,940 △67,517

営業外収益

受取利息 124 160

受取手数料 826 1,073

受取保険金 151 －

その他 1,205 1,115

営業外収益合計 2,308 2,349

営業外費用

支払利息 15,301 11,509

その他 4,430 2,664

営業外費用合計 19,731 14,173

経常損失（△） △118,364 △79,341

特別損失

固定資産除却損 － 10

特別損失合計 － 10

税金等調整前四半期純損失（△） △118,364 △79,352

法人税、住民税及び事業税 714 594

法人税等還付税額 △14,648 －

法人税等調整額 △29,959 △18,559

法人税等合計 △43,894 △17,965

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △74,470 △61,386

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △74,470 △61,386



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 2,743,722 2,074,794

売上原価 2,588,689 1,927,539

売上総利益 155,033 147,254

販売費及び一般管理費 253,612  212,410

営業損失（△） △98,579 △65,156

営業外収益

受取利息 124 160

受取手数料 826 1,073

受取保険金 151 －

その他 1,205 1,115

営業外収益合計 2,308 2,349

営業外費用

支払利息 17,727 13,865

その他 4,430 2,664

営業外費用合計 22,158 16,530

経常損失（△） △118,429 △79,337

特別損失

固定資産除却損 － 10

特別損失合計 － 10

税金等調整前四半期純損失（△） △118,429 △79,347

法人税、住民税及び事業税 714 594

法人税等還付税額 △14,648 －

法人税等調整額 957 △4,013

法人税等合計 △12,976 △3,419

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △105,452 △75,928

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △105,452 △75,928



  

 （訂正前） 

 
  

 （訂正後） 

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △74,470 △61,386

四半期包括利益 △74,470 △61,386

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △74,470 △61,386

少数株主に係る四半期包括利益 － －

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △105,452 △75,928

四半期包括利益 △105,452 △75,928

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,452 △75,928

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 （訂正前） 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △118,364 △79,352

減価償却費 57,068 51,579

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,977 △1,249

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,528 △1,357

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,637 487

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － △6,047

工事損失引当金の増減額（△は減少） △14,945 △3,155

受取利息及び受取配当金 △124 △160

支払利息 13,169 11,509

固定資産除却損 － 10

売上債権の増減額（△は増加） △85,012 △36,386

たな卸資産の増減額（△は増加） 842,514 △105,959

差入保証金の増減額（△は増加） 4,817 8

仕入債務の増減額（△は減少） △2,969 △9,357

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,944 △8,926

未成工事受入金の増減額（△は減少） △32,433 38,471

預り保証金の増減額（△は減少） △68,728 △6,490

その他 △21,171 4,662

小計 597,905 △151,714

利息及び配当金の受取額 82 160

利息の支払額 △8,727 △8,449

法人税等の還付額 14,648 －

法人税等の支払額 △1,155 △1,428

営業活動によるキャッシュ・フロー 602,753 △161,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △4,867 △6,002

定期預金の払戻による収入 － 54,316

長期貸付けによる支出 － △3,000

出資金の払込による支出 － △50

有形固定資産の取得による支出 △1,350 －

無形固定資産の取得による支出 △9,420 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,637 45,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △150,000 △35,000

長期借入金の返済による支出 △141,002 △132,596

社債の償還による支出 △385,000 △25,000

配当金の支払額 △8 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △676,010 △192,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △88,893 △308,763

現金及び現金同等物の期首残高 518,775 707,612

現金及び現金同等物の四半期末残高 429,881 398,848



  
 （訂正後） 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △118,429 △79,347

減価償却費 59,323 53,835

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,977 △1,249

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,528 △1,357

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,637 487

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － △6,047

工事損失引当金の増減額（△は減少） △14,945 △3,155

受取利息及び受取配当金 △124 △160

支払利息 15,595 13,865

固定資産除却損 － 10

売上債権の増減額（△は増加） △85,012 △36,386

たな卸資産の増減額（△は増加） 842,514 △105,959

差入保証金の増減額（△は増加） 4,817 8

仕入債務の増減額（△は減少） △2,969 △9,357

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,944 △8,926

未成工事受入金の増減額（△は減少） △32,433 38,471

預り保証金の増減額（△は減少） △68,728 △6,490

その他 △21,171 4,662

小計 602,522 △147,097

利息及び配当金の受取額 82 160

利息の支払額 △11,153 △10,805

法人税等の還付額 14,648 －

法人税等の支払額 △1,155 △1,428

営業活動によるキャッシュ・フロー 604,943 △159,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △4,867 △6,002

定期預金の払戻による収入 － 54,316

長期貸付けによる支出 － △3,000

出資金の払込による支出 － △50

有形固定資産の取得による支出 △1,350 －

無形固定資産の取得による支出 △9,420 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,637 45,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △150,000 △35,000

長期借入金の返済による支出 △141,002 △132,596

社債の償還による支出 △385,000 △25,000

リース債務の返済による支出 △2,190 △2,260

配当金の支払額 △8 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △678,200 △194,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △88,893 △308,763

現金及び現金同等物の期首残高 518,775 707,612

現金及び現金同等物の四半期末残高 429,881  398,848



１．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 

（訂正前） 

 
  

 （訂正後） 

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

合計

建設事業 不動産事業
不動産賃貸
管理事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,621,287 6,105 447,401 2,074,794 2,074,794

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 1,621,287 6,105 447,401 2,074,794 2,074,794

セグメント利益又は損失（△） △4,011 6,105 34,546 36,640 36,640

(単位：千円)

報告セグメント

合計

建設事業 不動産事業
不動産賃貸
管理事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,621,287 6,105 447,401 2,074,794 2,074,794

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 1,621,287 6,105 447,401 2,074,794 2,074,794

セグメント利益又は損失（△） △4,011 6,105 36,907 39,001 39,001



  
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） 

 
～注略～ 

  

（訂正後） 

 
 ～注略～ 

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 36,640

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △104,157

棚卸資産の調整額 －

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △67,517

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 39,001

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △104,157

棚卸資産の調整額 －

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △65,156
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