
平成23年5月31日 

各   位 

会 社 名  日 本 風 力 開 発 株 式 会 社  

      代表者名 代表取締役社長  塚脇 正幸 

（コード番号  2766 東証マザーズ） 

 問合せ先 代表取締役専務 小田耕太郎 

（TEL．03－3519－7250） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 23 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 
 

 

平成 23 年 5 月 13 日に公表いたしました「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕の一部訂

正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正箇所につきまさしては下線で

表示しております。 

 

記 

 

 

【訂正箇所】 

 

1.サマリー情報 

 

1. 平成 23 年 3 月期の連結業績(平成 22 年 4 月 1日～平成 23 年 3 月 31 日) 

 

(1) 連結経営業績 

 

【訂正前】 

(注) 包括利益 23 年 3 月期 △6,513 百万円(－%)     22 年 3 月期 △2,140 百万円(－%) 

 

【訂正後】 

(注) 包括利益 23 年 3 月期 △6,513 百万円(－%)     22 年 3 月期 △2,348 百万円(－%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.28 ページ 4.連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
【訂正前】 
 
 前連結会計年度                    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)      (自 平成 22 年 4月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)                
 
                       <略>                                               <略> 
                                                    (5)重要なヘッジ会計の方法 
                            ①ヘッジ会計の方法 
                             同左 
                               金利スワップ 
                             同左 
 
                            ②ヘッジ手段とヘッジ対象                     
                             ヘッジ手段 
                             同左 
                             ヘッジ対象 
                             同左 
                                           
                            ③ヘッジ方針 
                             金利スワップ 
                             同左 
                                                             
                            ④ヘッジ有効性評価の方法 
                              金利スワップ 
                                                      同左 
 
                                         <略> 
 
【訂正後】 
 

前連結会計年度                    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)   (自 平成 22 年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31 日)             
 
                       <略>                                               <略> 
                                                    (5)重要なヘッジ会計の方法 
                             ①ヘッジ会計の方法 
                             同左 
                               金利スワップ 
                             同左 
 
                            ②ヘッジ手段とヘッジ対象                     
                             ヘッジ手段 
                             同左 
                             ヘッジ対象 
                             同左 
                                           
                            ③ヘッジ方針 
                             金利スワップ 
                             同左 
                                                             
                            ④ヘッジ有効性評価の方法 
                             金利スワップ 
                            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、
両者の変動額等を基礎にして判断しております。 

                                        
<略> 

 
 
 



3.31 ページ 4.連結財務諸表 連結財務諸表に関する注記事項(連結貸借対照表関係) 
 
 
【訂正前】 
  

前連結会計年度                    当連結会計年度 
         (平成 22 年 3 月 31 日)                    (平成 23 年 3月 31 日)           
 
                      <略>                          ※1  担保資産及び担保付債務 
                            担保に供している資産は次のとおりであります。 
                            現金及び預金    3,233,960 千円 
                             建物及び構築物   9,863,407 千円(9,860,133 千円) 
                                                    機械装置及び運搬具 29,439,025 千円(28,776,006 千円) 
                                                       工具、器具及び備品    244 千円      (174 千円) 

                                                       土地          258,857千円  (249,100千円) 
                                                       建設仮勘定     5,306,096 千円 

投資有価証券     833,750 千円 
 
                            計       48,935,342 千円(38,885,414 千円) 
                                                            担保付債務は、次のとおりであります。 
                           短期借入金     7,116,461 千円(4,846,125 千円) 
                                                      1 年内返済予定の 
                           長期借入金     8,398,341 千円(4,680,926 千円) 
                                                      未払金       5,040,791 千円 
                                                      長期借入金    18,630,319 千円(15,155,413 千円) 
                                                            (注)上記のうち、()内書は工場財団抵当に供され

ている資産及び債務を示しております。  
                                       
                                         <略>                  

 

 

【訂正後】 
 

前連結会計年度                    当連結会計年度 
         (平成 22 年 3 月 31 日)                    (平成 23 年 3月 31 日)                        
 
                      <略>                          ※1  担保資産及び担保付債務 
                            担保に供している資産は次のとおりであります。 
                            現金及び預金    3,233,960 千円 
                             建物及び構築物   9,863,407 千円(9,860,133 千円) 
                                                    機械装置及び運搬具 29,439,025 千円(28,776,006 千円) 
                                                       工具、器具及び備品    244 千円      (174 千円) 

                                                       土地          258,857千円  (249,100千円) 
                                                       建設仮勘定     5,306,096 千円 

投資有価証券     833,750 千円 
 
                            計       48,935,342 千円(38,885,414 千円) 
                                                            担保付債務は、次のとおりであります。 
                           短期借入金     8,816,461 千円(4,846,125 千円) 
                                                      1 年内返済予定の 
                           長期借入金     8,398,341 千円(4,680,926 千円) 
                                                      未払金       5,040,791 千円 
                                                      長期借入金    18,630,319 千円(15,155,413 千円) 
                                                            (注)上記のうち、()内書は工場財団抵当に供され

ている資産及び債務を示しております。  
                                       

                                         <略>    

 

 

 

 

 

 



4.32 ページ 4.連結財務諸表 連結財務諸表に関する注記事項(連結損益及び包括利益計算書関係) 
 

 

【修正前】 
 

前連結会計年度                    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)      (自 平成 22 年 4月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)           

 

<略>                                                   <略> 

 

※6  当連結会計年度の直前連結会計年度における  

包括利益  

                                                              親会社株主に係る包括利益 △2,149,625 千円 

                               少数株主に係る包括利益     9,429 千円 

                                                         

                               計            △2,140,196 千円  

<略> 

 

 

 

【修正後】 
 

前連結会計年度                    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)      (自 平成 22 年 4月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)    

 
<略>                                                   <略> 

 

※6  当連結会計年度の直前連結会計年度における  

包括利益  

                                                              親会社株主に係る包括利益 △2,358,301 千円 

                               少数株主に係る包括利益     9,429 千円 

                                                         

                               計            △2,348,872 千円  

<略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.44 ページ 5.個別財務諸表 (2)損益計算書 

 

【修正前】 
 

（２）損益計算書 

（単位：千円）

    
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 ※1 2,059,519 ※1 1,250,457

売上原価     

  商品期首たな卸高 478,962 10,305,454
  当期商品仕入高 ※1 11,193,931 ※1 6,376,684
  仕入値引及び戻し高 － 10,029,600
  合計 11,672,893 6,652,539
  その他払出高 2,059 7
  商品期末たな卸高 10,305,454 5,826,967
  差引商品売上原価 1,365,380 825,564
  業務受託原価 544,042 526,004
  売上原価合計 1,909,422 1,351,569

売上総利益又は売上総損失（△） 150,096 △101,111

販売費及び一般管理費 ※2 1,259,598 ※2 1,985,938

営業損失（△） △1,109,501 △2,087,049

営業外収益     

  受取利息 ※1 427,270 ※1 628,524
  受取配当金 15,940 19,582
  その他 8,569 11,543
  営業外収益合計 451,779 659,650

営業外費用     

  支払利息 126,638 215,102
  社債利息 89,232 99,719
  社債発行費 72,822 －
  株式交付費 34,852 －
  ＩＲ費用 33,393 33,269
  支払手数料 85,725 87,031
  その他 13,333 8,683
  営業外費用合計 455,997 443,806

経常損失（△） △1,113,719 △1,871,205

特別利益     

  前期損益修正益 － ※3 26,166
  貸倒引当金戻入額 － 138,066
  新株予約権戻入益 － 37,042
  事業譲渡益 9,523 －
  特別利益合計 9,523 201,275
        

  

 

 

 

 



【修正後】 
 

（２）損益計算書 

（単位：千円）

    
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 ※1 2,059,519 ※1 1,250,457

売上原価     

  商品期首たな卸高 478,962 10,305,454
  当期商品仕入高 ※1 11,193,931 ※1 6,376,684
  仕入値引及び戻し高 － 10,029,600
  合計 11,672,893 6,652,539
  その他払出高 2,059 7
  商品期末たな卸高 10,305,454 5,826,967
  差引商品売上原価 1,365,380 825,564
  業務受託原価 544,042 526,004
  売上原価合計 1,909,422 1,351,569

売上総利益又は売上総損失（△） 150,096 △101,111

販売費及び一般管理費 ※2 1,259,598 ※2 1,985,938

営業損失（△） △1,109,501 △2,087,049

営業外収益     

  受取利息 ※1 427,270 ※1 628,524
  受取配当金 15,940 19,582
  その他 8,569 11,543
  営業外収益合計 451,779 659,650

営業外費用     

  支払利息 126,638 215,102
  社債利息 89,232 99,719
  社債発行費 72,822 －
  株式交付費 34,852 －
  ＩＲ費用 33,393 33,269
  支払手数料 85,725 87,031
  その他 13,333 8,683
  営業外費用合計 455,997 443,806

経常損失（△） △1,113,719 △1,871,205

特別利益     

  前期損益修正益 － ※3 26,166

  貸倒引当金戻入額               

償却債権取立益 

            －

                        －

                       8,000

           130,066
  新株予約権戻入益 － 37,042
  事業譲渡益 9,523 －
  特別利益合計 9,523 201,275
        

  

 

 

 

 

 



6.49 ページ  5.個別財務諸表 重要な会計方針 
 

 

【修正前】 
 

前事業年度                     当事業年度 

  (自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 22 年 3月 31 日)      (自 平成 22 年 4月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)          

 

<略>                                                   <略> 

3．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産(リース資産を除く) 

                       同左 

 

(2)無形固定資産(リース資産を除く) 

                        同左 

 

(3)リース資産 

            同左 

 

             <略> 

                                                               

                               

 

【修正後】 

 
前事業年度                     当事業年度                  

  (自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 22 年 3月 31 日)      (自 平成 22 年 4月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)       

 

 

<略>                                                   <略> 

 

3．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産(リース資産を除く) 

    定額法を採用しております。 

  ただし、取得価格 10 万円以上 20 万円未満の小額減

価償却資産については、3年間均等償却によっており

ます。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。              

 

  建物        6～27 年 

  構築物       10～45 年 

  機械及び装置    4～22 年 

 

(2)無形固定資産(リース資産を除く) 

                        同左 

 

(3)リース資産 

            同左 

 

             <略> 

                                                               

 
 

 

 

 

 
 



7.51 ページ  5.個別財務諸表 注記事項(貸借対照表関係) 
【訂正前】 

  
前事業年度                      当事業年度   

        (平成 22 年 3月 31 日)                    (平成 23 年 3月 31 日)                        
 
                      <略>                          ※1  担保資産及び担保付債務 
                            担保に供している資産は次のとおりであります。 
                            現金及び預金      245,800 千円 
                             建物                 7,695 千円(7,695 千円) 
                                                    構築物        111,347 千円(111,347 千円) 
                                                       機械及び装置    2,531,643 千円(2,531,643 千円) 

                                                       投資有価証券     833,750 千円   
                                                       関係会社株式      44,407 千円 
 
                            計       3,774,644 千円(2,650,687 千円) 
                                                            担保付債務は、次のとおりであります。 
                           短期借入金     3,970,336 千円 
                                                      1 年内返済予定の 
                           長期借入金     1,795,980 千円(1,795,980 千円) 
                                                      
                                                          (注)上記のうち、()内書は工場財団抵当に供されて

いる資産及び債務を示しております。  
                                                              
                                                           関係会社等の借入金に対して下記資産を担保に供

しております。  
                              投資有価証券       105,800 千円 
                              関係会社株式      2,627,118 千円 
                              長期貸付金       8,027,000 千円 

 
計          10,759,918 千円 

                                                                              <略>  
 
【修正後】                                  
                                                      

前事業年度                       当事業年度                
 (平成 22 年 3月 31 日)                     (平成 23 年 3 月 31 日)        

 
                      <略>                          ※1  担保資産及び担保付債務 
                            担保に供している資産は次のとおりであります。 
                            現金及び預金      245,800 千円 
                             建物                 7,695 千円(7,695 千円) 
                                                    構築物        111,347 千円(111,347 千円) 
                                                       機械及び装置    2,531,643 千円(2,531,643 千円) 

                                                       投資有価証券     833,750 千円   
                                                       関係会社株式      44,407 千円 
 
                            計       3,774,644 千円(2,650,687 千円) 
                                                            担保付債務は、次のとおりであります。 
                           短期借入金     3,970,336 千円 
                                                      1 年内返済予定の 
                           長期借入金     1,795,980 千円(1,795,980 千円) 
                                                      
                                                    
                                                            (注)上記のうち、()内書は工場財団抵当に供され

ている資産及び債務を示しております。  
                                                              
                                                           関係会社等の借入金に対して下記資産を担保に供

しております。  
                              現金及び預金       105,800 千円 
                              関係会社株式      2,627,118 千円 
                              長期貸付金       8,027,000 千円 
                              計          10,759,918 千円 
                                          <略> 



7.52 ページ  5.個別財務諸表 注記事項(貸借対照表関係) 
 
【修正前】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前事業年度 
(平成22年3月31日)   

当事業年度 
(平成23年3月31日) 

                     <略> 

  

                       <略> 

３ 偶発債務 

保証債務 

 次の関係会社について、金融機関からの借入、リ

ース債務及び設備関係未払金に対し債務保証を行っ

ております。 

  
保証先 

金額 
(千円) 

内容 

銚子屏風ヶ浦風力開発㈱ 99,500 借入債務 

銚子風力開発㈱  1,888,148 借入債務 

大山ウィンドファーム㈱ 2,029,900 借入債務 

肥前風力発電㈱ 1,949,806 借入債務 

六ヶ所村風力開発㈱ 2,800,066 借入債務 

珠洲風力開発㈱ 6,260,881 借入債務 

渥美風力開発㈱ 1,400,310 借入債務 

㈱MJウィンドパワー市原 133,499 借入債務 

二又風力開発㈱ 9,000,000 借入債務 

平生風力開発㈱ 845,831 借入債務 

江差風力開発㈱ 3,337,957 借入債務 

松前風力開発㈱ 5,040,791 設備未払 

吹越台地風力開発㈱ 749,479 設備未払 

その他5社 10,891 リース債務

計 35,547,061   

  



【修正後】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

前事業年度 
(平成22年3月31日)   

当事業年度 
(平成23年3月31日) 

                     <略> 

  

                       <略> 

３ 偶発債務 

保証債務 

 次の関係会社について、金融機関からの借入、リ

ース債務及び設備関係未払金に対し債務保証を行っ

ております。 

  
保証先 

金額 
(千円) 

内容 

銚子屏風ヶ浦風力開発㈱ 99,500 借入債務 

銚子風力開発㈱  1,888,148 借入債務 

大山ウィンドファーム㈱ 2,029,900 借入債務 

肥前風力発電㈱ 1,949,806 借入債務 

六ヶ所村風力開発㈱ 2,800,066 借入債務 

珠洲風力開発㈱ 6,260,881 借入債務 

渥美風力開発㈱ 1,400,310 借入債務 

二又風力開発㈱ 9,000,000 借入債務 

平生風力開発㈱ 845,831 借入債務 

江差風力開発㈱ 3,337,957 借入債務 

㈱MJウィンドパワー市原 133,499 設備未払 

松前風力開発㈱ 5,040,791 設備未払 

吹越台地風力開発㈱ 749,479 設備未払 

その他5社 10,891 リース債務

計 35,547,061   

  


