
 

 

平成 23 年８月 12 日 

各 位 
会 社 名 株式会社  雪国まいたけ 
代表者名 代表取締役社長  大平喜信 
（コード番号  １３７８  東証第二部） 
問合せ先 取締役兼上席執行役員 
 管理本部長  海野光夫 
（ＴＥＬ  ０２５－７７８－０１１１） 

 
（訂正・数値データ訂正あり） 
「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８月１日付で発表いたしました「平成 24 年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」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。なお、該当箇所につきまして

は、下線を付しております。また、数値データについても訂正がありましたので訂正後の数値データも

送信いたします。 
 
 
【訂正理由】 
  記載内容に誤りが判明したため、訂正を行うものであります。 
 
【訂正箇所】 
サマリー情報 
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） 
（訂正前）                                                        （％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 4,998 △5.8 △1,686 － △1,857 － △1,091 －

23 年３月期第１四半期 5,308 15.7 △310 － △467 － △244 －

 
（訂正後）                                                         （％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 4,998 △5.8 △1,686 － △1,853 － △1,091 －

23 年３月期第１四半期 5,308 15.7 △310 － △467 － △244 －

 
 
 
２ページ  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） 

（略） 
経常損失は 18 億 57 百万円（前年同四半期は４億 67 百万円の損失）、四半期純損失は 10 億 91 百万円

（前年同四半期は２億 44 百万円の損失）となりました。 
 
（訂正後） 

（略） 
経常損失は 18 億 53 百万円（前年同四半期は４億 67 百万円の損失）、四半期純損失は 10 億 91 百万円

（前年同四半期は２億 44 百万円の損失）となりました。 
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７ページ 

  

（訂正前） 

（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

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 5,308 4,998

売上原価 3,907 4,820

売上総利益 1,400 178

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び販売促進費 211 98

運賃 440 550

報酬及び給料手当 404 460

賞与引当金繰入額 15 12

役員退職慰労引当金繰入額 12 4

雑費 628 738

販売費及び一般管理費合計 1,711 1,864

営業損失（△） △310 △1,686

営業外収益

受取利息 1 0

デリバティブ収益 1 －

固定資産賃貸料 11 21

雑収入 11 9

営業外収益合計 24 30

営業外費用

支払利息 122 136

雑損失 58 65

営業外費用合計 181 201

経常損失（△） △467 △1,857

特別利益

貸倒引当金戻入額 3 3

新株予約権戻入益 0 0

特別利益合計 3 4

特別損失

投資有価証券評価損 － 2

固定資産除却損 1 1

固定資産売却損 0 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29 －

特別損失合計 31 13

税金等調整前四半期純損失（△） △494 △1,866

法人税等 △305 △793

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △189 △1,072

少数株主利益 55 18

四半期純損失（△） △244 △1,091
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(訂正後) 
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 5,308 4,998

売上原価 3,907 4,820

売上総利益 1,400 178

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び販売促進費 211 98

運賃 440 550

報酬及び給料手当 404 460

賞与引当金繰入額 15 12

役員退職慰労引当金繰入額 12 4

雑費 628 738

販売費及び一般管理費合計 1,711 1,864

営業損失（△） △310 △1,686

営業外収益

受取利息 1 0

デリバティブ収益 1 －

固定資産賃貸料 13 21

雑収入 9 13

営業外収益合計 24 34

営業外費用

支払利息 122 136

雑損失 58 65

営業外費用合計 181 201

経常損失（△） △467 △1,853

特別利益

貸倒引当金戻入額 3 －

新株予約権戻入益 0 0

特別利益合計 3 0

特別損失

投資有価証券評価損 － 2

固定資産除却損 1 1

固定資産売却損 0 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29 －

特別損失合計 31 13

税金等調整前四半期純損失（△） △494 △1,866

法人税等 △305 △793

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △189 △1,072

少数株主利益 55 18

四半期純損失（△） △244 △1,091
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