
 

 
平成 22 年６月 11 日 

各      位 

会 社 名  クリエイト株式会社 

代表者名  代表取締役社長 福井 道夫 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 3024） 

問合せ先  

専務取締役 管理本部長  福井 珠樹 

電話 06－6538－2333 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年３月期決算短信」の一部訂正について 

  平成 22 年５月 13 日に発表いたしました「平成 22 年３月期決算短信」の記載に一部誤りがありましたので、

下記のとおり訂正いたします。 

記 

 

【訂正箇所】（訂正部分に下線を付しております。） 

 

① 16 ページ 

４．連結財務諸表 

  (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

② 24 ページ 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】 

  （連結貸借対照表関係) 

 

③ 33 ページ 

（有価証券関係） 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

 

④ 41 ページ 

５．個別財務諸表 

  (2)【損益計算書】 

 

⑤ 50 ページ 

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】 

   （貸借対照表関係) 

 

 

 



 ① ４．連結財務諸表 

    (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】  該当ページ P16 

(訂正前) (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１ 日 
  至  平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 21 年４月１ 日
 至 平成 22 年３月 31 日)

（省 略） 

 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 △44,373 △76,127
    有形固定資産の売却による収入 12,767 511
    投資有価証券の取得による支出 △4,623 △5,849
    投資有価証券の売却による収入 － 100
    貸付による支出 △35,000 －
    貸付金の回収による収入 6,852 2,652
    その他 △6,480 △23,936

    投資活動によるキャッシュ・フロー △70,857 △102,650

（省 略） 

 

(訂正後) (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１ 日 
  至  平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 21 年４月１ 日
 至 平成 22 年３月 31 日)

（省 略） 

 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 △44,373 △76,127
    有形固定資産の売却による収入 12,767 511
    投資有価証券の取得による支出 △4,623 △3,849
    投資有価証券の売却による収入 － 100
    貸付による支出 △35,000 －
    貸付金の回収による収入 6,852 2,652
    関係会社株式の取得による支出 － △2,000
    その他 △6,480 △23,936

    投資活動によるキャッシュ・フロー △70,857 △102,650

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② (8)【連結財務諸表に関する注記事項】 

    （連結貸借対照表関係） 該当ページ P24 

(訂正前) 

前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

※１ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対す 

る保証として次の資産を担保に供しておりま 

す。 

   担保提供資産 

建物及び構築物 240,881 千円

土地 1,705,360 千円

投資有価証券 43,918 千円

貸与建物 92,564 千円

(投資その他の資産「その他」に含む)

貸与土地 135,004 千円

(投資その他の資産「その他」に含む)

計 2,217,728 千円

   上記に対応する債務 

買掛金 629,981 千円

支払手形 1,613,902 千円
1年内返済予定の 
長期借入金 771,861 千円

長期借入金 796,468 千円

計 3,812,212 千円
 

※１ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対す 

る保証として次の資産を担保に供しておりま 

す。 

   担保提供資産 

建物及び構築物 225,060 千円

土地 1,705,360 千円

投資有価証券 49,300 千円

貸与建物 87,980 千円

(投資その他の資産「その他」に含む)

貸与土地 135,004 千円

(投資その他の資産「その他」に含む)

計 2,202,705 千円

   上記に対応する債務 

買掛金 493,586 千円

支払手形 1,229,423 千円
1年内返済予定の 
長期借入金 820,656 千円

長期借入金 862,647 千円

計 3,406,313 千円

 

(訂正後) 

前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

※１ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対す 

る保証として次の資産を担保に供しておりま 

す。 

   担保提供資産 

建物及び構築物 240,881 千円

土地 1,705,360 千円

投資有価証券 43,918 千円

貸与建物 92,564 千円

(投資その他の資産「その他」に含む)

貸与土地 135,004 千円

(投資その他の資産「その他」に含む)

計 2,217,728 千円

   上記に対応する債務 

買掛金 629,981 千円

支払手形 1,613,902 千円
1年内返済予定の 
長期借入金 771,861 千円

長期借入金 796,468 千円

計 3,812,212 千円
 

※１ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対す 

る保証として次の資産を担保に供しておりま 

す。 

   担保提供資産 

建物及び構築物 225,060 千円

土地 1,705,360 千円

投資有価証券 57,710 千円

貸与建物 87,980 千円

(投資その他の資産「その他」に含む)

貸与土地 135,004 千円

(投資その他の資産「その他」に含む)

計 2,211,115 千円

   上記に対応する債務 

買掛金 493,586 千円

支払手形 1,229,423 千円

割引手形 1,557,290 千円
1年内返済予定の 
長期借入金 820,656 千円

長期借入金 862,647 千円

計 4,963,604 千円

 

 

 

 

 



 ③  （有価証券関係） 該当ページ P33 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(訂正前) 

区  分 取得原価 (千円) 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額 (千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

①  株式 121,209 157,228 36,018

小  計 121,209 157,228 36,018

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

①  株式 33,957 21,289 △12,668

小  計 33,957 21,289 △12,668

合  計 155,167 178,517 23,349

 

(訂正後) 

区  分 取得原価 (千円) 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額 (千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

①  株式 119,490 155,537 36,046

小  計 119,490 155,537 36,046

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

①  株式 35,676 22,980 △12,696

小  計 35,676 22,980 △12,696

合  計 155,167 178,517 23,349

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ ５．個別財務諸表 

    (2)【損益計算書】 該当ページ P41 

(訂正前) (単位：千円)

 
前事業年度 

(自 平成 20 年４月１ 日
 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 21 年４月１ 日
 至 平成 22 年３月 31 日)

                     （省 略）

 販売費及び一般管理費 

                     （省 略）

  退職給付費用 72,318 67,215
  旅費及び交通費 81,947 68,632
  通信費 77,724 78,912
  租税公課 61,191 57,038
  リース料 217,339 201,427
  賃借料 428,429 422,919
  減価償却費 43,690 40,795
  その他 415,326 368,174

  販売費及び一般管理費合計 3,938,985 3,733,972

                     （省 略）

 

(訂正後) (単位：千円)

 
前事業年度 

(自 平成 20 年４月１ 日
 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 21 年４月１ 日
 至 平成 22 年３月 31 日)

                     （省 略）

 販売費及び一般管理費 

                     （省 略）

  退職給付費用 72,318 73,015
  旅費及び交通費 81,947 68,632
  通信費 77,724 78,912
  租税公課 61,191 57,038
  リース料 217,339 201,427
  賃借料 428,429 422,919
  減価償却費 43,690 40,795
  その他 415,326 362,374

  販売費及び一般管理費合計 3,938,985 3,733,972

                     （省 略）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ (7)【個別財務諸表に関する注記事項】 

     （貸借対照表関係） 該当ページ P50 

(訂正前) 

前事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

※１ (省略) 

※２ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対す 

る保証として次の資産を担保に供しておりま 

す。 

   担保提供資産 

建物 229,084 千円

土地 1,513,194 千円

投資有価証券 43,918 千円

貸与建物 92,564 千円

貸与土地 135,004 千円

計 2,013,765 千円

   上記に対応する債務 

買掛金 629,981 千円

支払手形 1,613,902 千円
1年内返済予定の 
長期借入金 490,555 千円

長期借入金 582,140 千円

計 3,316,578 千円
 

※１ (省略) 

※２ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対す 

る保証として次の資産を担保に供しておりま 

す。 

   担保提供資産 

建物及び構築物 214,166 千円

土地 1,513,194 千円

投資有価証券 49,300 千円

貸与建物 87,980 千円

貸与土地 135,004 千円

計 1,999,646 千円

   上記に対応する債務 

買掛金 493,586 千円

支払手形 1,229,423 千円
1年内返済予定の 
長期借入金 588,880 千円

長期借入金 727,695 千円

計 3,039,585 千円

３ (省略) ３ (省略) 

４ 保証債務 

   下記の会社のリース会社に対するリース債 

務及び金融機関からの借入金に対して以下の 

とおり債務保証を行っております。 

クリット㈱ 1,367 千円

ダイドレ㈱ 80,666 千円

計 82,034 千円
 

４ 保証債務 

  下記の会社のリース会社に対するリース債

務及び金融機関からの借入金に対して以下

のとおり債務保証を行っております。 

クリット㈱ 418 千円

ダイドレ㈱ 9,810 千円

計 10,228 千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(訂正後) 

前事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

※１ (省略) 

※２ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対す 

る保証として次の資産を担保に供しておりま 

す。 

   担保提供資産 

建物 229,084 千円

土地 1,513,194 千円

投資有価証券 43,918 千円

貸与建物 92,564 千円

貸与土地 135,004 千円

計 2,013,765 千円

   上記に対応する債務 

買掛金 629,981 千円

支払手形 1,613,902 千円
1年内返済予定の 
長期借入金 490,555 千円

長期借入金 582,140 千円

計 3,316,578 千円
 

※１ (省略) 

※２ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対す 

る保証として次の資産を担保に供しておりま 

す。 

   担保提供資産 

建物及び構築物 214,166 千円

土地 1,513,194 千円

投資有価証券 57,710 千円

貸与建物 87,980 千円

貸与土地 135,004 千円

計 2,008,056 千円

   上記に対応する債務 

買掛金 493,586 千円

支払手形 1,229,423 千円

割引手形 1,557,290 千円
1年内返済予定の 
長期借入金 588,880 千円

長期借入金 727,695 千円

計 4,596,876 千円

３ (省略) ３ (省略) 

４ 保証債務 

   下記の会社のリース会社に対するリース債 

務及び金融機関からの借入金に対して以下の 

とおり債務保証を行っております。 

クリット㈱ 1,367 千円

ダイドレ㈱ 80,666 千円

計 82,034 千円
 

４ 保証債務 

  下記の会社のリース会社に対するリース債

務及び金融機関からの借入金に対して以下

のとおり債務保証を行っております。 

クリット㈱ 418 千円

ダイドレ㈱ 14,025 千円

計 14,444 千円

 

 

以  上 

 

 

 


