
 

平成 20 年 10 月 24 日 

各  位 

会 社 名 三光ソフランホールディングス株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長  高 橋   誠 一  

（コード番号1729大阪証券取引所       

       〈ヘラクレス市場〉） 

問 い 合 せ 先 執行役員経営企画室長 有 保  誠 

 TEL:048－669－1300 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 20 年８月期決算短信（連結）」の一部訂正について 

 

 平成20年10月14日に開示いたしました「平成20年８月期決算短信（連結）」に一部訂正すべき箇所がございま

したので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は＿にて表記しております。 

 

記 

（１ページ） 

１． 平成 20 年 8 月期の連結業績（平成 19 年 9 月 1 日～平成 20 年８月 31 日） 

【訂正前】                                     （百万円未満切捨て） 

（１）連結経営成績                                                  （％表示は対前期増減率） 

 
1 株当たり当期純利益 

潜在株式調整後 1 株当たり当期

純利益 
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20 年8 月期 △36.35 ― △45.7 2.9 4.0

19 年8 月期 18.66 ― 35.8 21.7 7.7

 

【訂正後】                                     （百万円未満切捨て） 

（１）連結経営成績                                                  （％表示は対前期増減率） 

 
1 株当たり当期純利益 

潜在株式調整後 1 株当たり当期

純利益 
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20 年8 月期 △36.35 ― △45.7 2.9 4.0

19 年8 月期 18.66 ― 16.9 10.4 7.7

 



（８・９ページ） 

４．連結財務諸表 

(1）連結貸借対照表 

【訂正前】 

    
前連結会計年度 

（平成 19 年８月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 年８月 31 日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（資産の部）     

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※２ 1,901,583 1,989,250   

減価償却累計額   800,792 1,100,790 854,163 1,135,086  

(2）土地 ※２ 1,730,434 1,732,601  

(3）その他   106,427 126,541   

減価償却累計額   69,746 36,680 78,437 48,103  

有形固定資産合計   2,867,905 11.7 2,915,791 13.7 47,885

      

 
【訂正後】 

    
前連結会計年度 

（平成 19 年８月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 年８月 31 日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（資産の部）     

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※２ 1,901,583 2,141,273   

減価償却累計額   800,792 1,100,790 1,006,186 1,135,086  

(2）土地 ※２ 1,730,434 1,732,601  

(3）その他   106,427 148,948   

減価償却累計額   69,746 36,680 100,844 48,103  

有形固定資産合計   2,867,905 11.7 2,915,791 13.7 47,885

      

 



 

【訂正前】 

    
前連結会計年度 

（平成 19 年８月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 年８月 31 日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（負債の部）     

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   － 380,000  

２ 長期借入金 ※２ 1,741,259 1,624,216  

３ 受入敷金保証金   － 1,953,178  

４ 損害補償損失引当金   － 32,500  

５ 退職給付引当金   30,211 35,982  

６ 社債申込金   － 270,000  

７ 繰延税金負債   594,807 95,936  

８ その他   968,601 146,945  

固定負債合計   3,334,879 13.6 4,538,759 21.3 1,203,880

      

 

【訂正後】 

    
前連結会計年度 

（平成 19 年８月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 年８月 31 日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（負債の部）     

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   － 650,000  

２ 長期借入金 ※２ 1,741,259 1,624,216  

３ 受入敷金保証金   － 1,953,178  

４ 損害補償損失引当金   － 32,500  

５ 退職給付引当金   30,211 35,982  

６ 繰延税金負債   594,807 95,936  

７ その他   968,601 146,945  

固定負債合計   3,334,879 13.6 4,538,759 21.3 1,203,880

      



（15 ページ） 

 (4）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

   

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

     至 平成19年８月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
   

１ 短期借入れによる収入   15,605,156 10,141,000 △5,464,156

２ 短期借入金の返済による支出   △11,771,385 △11,406,262 365,122

３ 長期借入れによる収入   1,210,000 1,722,000 512,000

４ 長期借入金の返済による支出   △3,609,552 △1,949,056 1,660,496

５ 社債の発行による収入   － 380,000 380,000

６ 社債の償還による支出   △2,270,000 △650,000 1,620,000

７ 自己株式の売却による収入   10,456 － △10,456

８ 自己株式の取得による支出   △205,328 △182,587 22,741

９ 社債の申込による収入   － 270,000 270,000

10 配当金の支払額   △153,924 △152,696 1,227

11 その他   △12,326 － 12,326

財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,196,904 △1,827,602 △630,697

 
【訂正後】 

   

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

     至 平成19年８月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
   

１ 短期借入れによる収入   15,605,156 10,141,000 △5,464,156

２ 短期借入金の返済による支出   △11,771,385 △11,406,262 365,122

３ 長期借入れによる収入   1,210,000 1,722,000 512,000

４ 長期借入金の返済による支出   △3,609,552 △1,949,056 1,660,496

５ 社債の発行による収入   － 650,000 650,000

６ 社債の償還による支出   △2,270,000 △650,000 1,620,000

７ 自己株式の売却による収入   10,456 － △10,456

８ 自己株式の取得による支出   △205,328 △182,587 22,741

９ 配当金の支払額   △153,924 △152,696 1,227

10 その他   △12,326 － 12,326

財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,196,904 △1,827,602 △630,697



（44 ページ） 

５．個別財務諸表 

(1）貸借対照表 

【訂正前】 

    
前事業年度 

（平成 19 年８月 31 日） 

当事業年度 

（平成 20 年８月 31 日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）     

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※１ 1,102,540 483,297  

２ 繰延税金負債   289,548 1,238  

３ 社債申込金   － 270,000  

４ その他   119,568 17,700  

固定負債合計   1,511,656 8.3 772,235 13.4 △739,421

負債合計   12,220,193 66.7 3,309,106 57.3 △8,911,087

 

【訂正後】 

    
前事業年度 

（平成 19 年８月 31 日） 

当事業年度 

（平成 20 年８月 31 日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）     

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   － 270,000  

２ 長期借入金 ※１ 1,102,540 483,297  

３ 繰延税金負債   289,548 1,238  

４ その他   119,568 17,700  

固定負債合計   1,511,656 8.3 772,235 13.4 △739,421

負債合計   12,220,193 66.7 3,309,106 57.3 △8,911,087

 



（55 ページ） 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

【訂正前】 
前事業年度 

（平成 19 年８月 31 日） 

当事業年度 

（平成 20 年８月 31 日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 

現金及び預金          320,777 千円 

販売用不動産      3,975,537 

建物            405,535 

土地              402,103 

関係会社株式           780,120   

  計                 5,884,074 

 

上記は短期借入金 4,955,284 千円、長期借入金 

2,094,336 千円（１年以内返済予定長期借入金を含

む）の担保に供しております。 

建物         176,361 千円 

土地         408,921 

関係会社株式     260,473   

 計         845,756  

 

上記は短期借入金 2,095,000 千円、長期借入金 

539,653千円（１年以内返済予定長期借入金を含む）

の担保に供しております。 

 なお、上記長期借入金のうち 476,917 千円につい

て、子会社である株式会社ハウジング恒産から不動

産（簿価 1,039,805 千円）による担保提供を受けて

おります。 

 
【訂正後】 

前事業年度 

（平成 19 年８月 31 日） 

当事業年度 

（平成 20 年８月 31 日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 

現金及び預金          320,777 千円 

販売用不動産      3,975,537 

建物            405,535 

土地              402,103 

関係会社株式           780,120   

  計                 5,884,074 

 

上記は短期借入金 4,955,284 千円、長期借入金 

2,094,336 千円（１年以内返済予定長期借入金を含

む）の担保に供しております。 

建物         176,361 千円 

土地         408,921 

関係会社株式     260,473   

 計         845,756  

 

上記は短期借入金 2,095,000 千円、長期借入金 

739,653千円（１年以内返済予定長期借入金を含む）

の担保に供しております。 

 なお、上記長期借入金のうち 476,917 千円につい

て、子会社である株式会社ハウジング恒産から不動

産（簿価 1,039,805 千円）による担保提供を受けて

おります。 

 
 


