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（訂正・数値データ訂正） 

「平成 24 年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］(連結)の一部訂正について 

 

 平成 23 年７月 29 日に発表いたしました「平成 24 年３月期 第１四半期決算短信［日本

基準］(連結)」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

 

１．訂正の理由 

 貸倒引当金戻入額について、「金融商品会計に関する実務指針」により原則として営

業費用又は営業外費用から控除するか営業外収益で計上すべきであったところを、特

別利益に計上したため、訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

 

１） サマリー情報 

 

（訂正前） 

 

（百万円未満切捨て） 

1.平成 24 年 3 月期第１四半期の連結業績（平成 23 年 4 月１日～平成 23 年 6 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 %

24 年 3 月期第１四半期 3,168 △9.6 △18 － △28 － △30 － 

23 年３月期第１四半期 3,503 18.1 △9 － △32 － △60 － 

 

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

1.平成 24 年 3 月期第１四半期の連結業績（平成 23 年 4 月１日～平成 23 年 6 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 %

24 年 3 月期第１四半期 3,168 △9.6 △18 － △6 － △30 － 

23 年３月期第１四半期 3,503 18.1 △9 － △32 － △60 － 

 

２） P2 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） 

この結果利益面における昨対比は改善をはかる事が出来、当第１四半期連結累計期間の連

結売上高は、31 億 68 百万円（前年同期比 9.6％減）、営業損失 18 百万円（前年同期 営業

損失 9 百万円）、経常損失 28 百万円（前年同期 経常損失 32 百万円）、四半期純損失 30 百

万円（前年同期 四半期純損失 60 百万円）となりました。 

（訂正後） 

この結果利益面における昨対比は改善をはかる事が出来、当第１四半期連結累計期間の連

結売上高は、31 億 68 百万円（前年同期比 9.6％減）、営業損失 18 百万円（前年同期 営業

損失 9 百万円）、経常損失 6 百万円（前年同期 経常損失 32 百万円）、四半期純損失 30 百

万円（前年同期 四半期純損失 60 百万円）となりました。 

 

３） P5 （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１四半期連結累計期間） 

（訂正前）                             （単位：千円） 

 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

 （自 平成 22 年４月１日 （自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 22 年６月 30 日）  至 平成 23 年６月 30 日）

【略】   

営業損失（△） △9,443 △18,736

営業外収益   

 受取利息 462 349

 受取配当金 7,031 10,588

 保険解約返戻金 5,552 －

 その他 10,845 13,685

 営業外収益合計 23,892 24,653

営業外費用   

 支払利息 25,967 23,005

 手形売却損 3,317 2,859



為替差損 13,538 2,626

 その他 3,930 5,425

 営業外費用合計 46,753 33,917

経常損失（△） △32,305 △28,031

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 2,720 21,561

 固定資産売却益 8,054 －

 特別利益合計 10,774 21,561

【略】 

（訂正後）                             （単位：千円） 

 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

 （自 平成 22 年４月１日 （自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 22 年６月 30 日）  至 平成 23 年６月 30 日）

【略】   

営業損失（△） △9,443 △18,736

営業外収益   

 受取利息 462 349

 受取配当金 7,031 10,588

 保険解約返戻金 5,552 －

 貸倒引当金戻入額 － 21,561

 その他 10,845 13,685

 営業外収益合計 23,892 46,184

営業外費用   

 支払利息 25,967 23,005

 手形売却損 3,317 2,859

為替差損 13,538 2,626

 その他 3,930 5,425

 営業外費用合計 46,753 33,917

経常損失（△） △32,305 △6,470

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 2,720 －

 固定資産売却益 8,054 －

 特別利益合計 10,774 －

【略】 

以上 


