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平成 20 年 11 月 14 日 

 各  位 

 
                          会 社 名  菊 水 電 子 工 業 株 式 会 社 

                          代表者名  代表取締役社長 小 林 一 夫 

                                （ＪＡＳＤＡＱ・コード６９１２） 

                          問合せ先 

                                取締役業務支援関連部門管掌 

                                         齋 藤 士 郎 

                            電 話  ０４５－５９３－０２００ 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期 第２四半期決算短信」に関する一部訂正のお知らせ 

 

 平成 20 年 10 月 31 日に開示いたしました「平成 21 年３月期 第２四半期決算短信」の記載内容の一部に

訂正すべき事項がありましたので、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、数値データの一部につきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データを送信いたします。 

 

記 
 

１．訂正理由 

   表示区分の記載誤りにより訂正するものであります。 

 

２．訂正箇所 

（１ページ） 

 （訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20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 ％

21年3月期第２四半期 3,626 ― 25 ― △7 ― △173 ― 

20年3月期第２四半期 3,865 △5.3 148 △21.1 201 △8.3 78 △26.5

 

 （訂正後） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20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 ％

21年3月期第２四半期 3,626 ― 14 ― △7 ― △173 ― 

20年3月期第２四半期 3,865 △5.3 148 △21.1 201 △8.3 78 △26.5
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（２ページ） 

 【定性的情報・財務諸表等】 

  １．連結経営成績に関する定性的情報 

 （訂正前） 

   当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世

界的な金融不安、原油をはじめとする素材価格の高騰、株価の下落や円高などの影響により企業収益

は減少し、景気の先行き不透明感がさらに強まりました。 

   このような状況のもと、当社グループは、デジタル機器、先進電子部品、自動車電装及び環境関連

の新エネルギー市場に積極的なソリューション営業活動を展開してまいりました。しかしながら、企

業収益の減少などから、設備投資が抑制されたことにより、売上及び利益ともに厳しい状況となりま

した。 

   以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は36億２千６百万円（前年同期比6.2％減）、営業利益

は２千５百万円（前年同期比83.2％減）、経常損失は７百万円（前年同期は２億１百万円の経常利

益）となりました。 

   また、投資有価証券評価損２億５千５百万円等を特別損失として計上した結果、四半期純損失は１億

７千３百万円（前年同期は７千８百万円の純利益）となりました。 

＜省略＞ 

 

 （訂正後） 

   当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世

界的な金融不安、原油をはじめとする素材価格の高騰、株価の下落や円高などの影響により企業収益

は減少し、景気の先行き不透明感がさらに強まりました。 

   このような状況のもと、当社グループは、デジタル機器、先進電子部品、自動車電装及び環境関連

の新エネルギー市場に積極的なソリューション営業活動を展開してまいりました。しかしながら、企

業収益の減少などから、設備投資が抑制されたことにより、売上及び利益ともに厳しい状況となりま

した。 

   以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は36億２千６百万円（前年同期比6.2％減）、営業利益

は１千４百万円（前年同期比90.4％減）、経常損失は７百万円（前年同期は２億１百万円の経常利

益）となりました。 

   また、投資有価証券評価損２億５千５百万円等を特別損失として計上した結果、四半期純損失は１億

７千３百万円（前年同期は７千８百万円の純利益）となりました。 

＜省略＞ 

（４ページ） 

  ４．その他 

   (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 （訂正前） 

＜省略＞ 

    ② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

      「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基

準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として原価法から

原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

       この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び

営業利益は、5,121千円それぞれ減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、5,121千

円それぞれ増加しております。 

＜省略＞ 

 （訂正後） 

＜省略＞ 

    ② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

      「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基

準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として原価法から

原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

       この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び

営業利益は、15,800千円それぞれ減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、5,121

千円それぞれ増加しております。 

＜省略＞ 
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（７ページ） 

  ５．四半期連結財務諸表 

   (2) 四半期連結損益計算書 

 （訂正前） 

 （単位：千円）

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

 売上高 3,626,443 

 売上原価 1,888,035 

 売上総利益 1,738,407 

 販売費及び一般管理費 1,713,404 

 営業利益 25,002 

 営業外収益  

  受取利息 3,139 

  受取配当金 16,620 

  その他 8,425 

  営業外収益合計 28,186 

 営業外費用  

  支払利息 2,714 

  売上割引 10,235 

  有価証券売却損 25,087 

  たな卸資産廃棄損 12,112 

  その他 10,367 

  営業外費用合計 60,516 

 経常損失（△） △7,327 

 特別利益  

  貸倒引当金戻入額 1,691 

  固定資産売却益 1,432 

  特別利益合計 3,124 

 特別損失  

  固定資産除却損 5,847 

  投資有価証券評価損 255,099 

  特別損失合計 260,946 

 税金等調整前四半期純損失（△） △265,150 

 法人税等 △92,194 

 少数株主利益 639 

 四半期純損失（△） △173,595 
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 （訂正後） 

 （単位：千円）

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

 売上高 3,626,443 

 売上原価 1,898,714 

 売上総利益 1,727,728 

 販売費及び一般管理費 1,713,404 

 営業利益 14,323 

 営業外収益  

  受取利息 3,139 

  受取配当金 16,620 

  その他 8,425 

  営業外収益合計 28,186 

 営業外費用  

  支払利息 2,714 

  売上割引 10,235 

  有価証券売却損 25,087 

  その他 11,800 

  営業外費用合計 49,837 

 経常損失（△） △7,327 

 特別利益  

  貸倒引当金戻入額 1,691 

  固定資産売却益 1,432 

  特別利益合計 3,124 

 特別損失  

  固定資産除却損 5,847 

  投資有価証券評価損 255,099 

  特別損失合計 260,946 

 税金等調整前四半期純損失（△） △265,150 

 法人税等 △92,194 

 少数株主利益 639 

 四半期純損失（△） △173,595 

 

以  上 


