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（訂正）「平成22年12月期 第２四半期決算短信［日本基準］(連結)」の一部訂正について 

 

 

 平成22年８月12日に発表いたしました「平成22年12月期 第２四半期決算短信［日本基準］(連結)」の

内容につきまして、一部訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇

所につきましては下線を付して表示しております。 

 

 

記 

 
サマリー情報 １頁 

１． 平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22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 

  

22年12月期第２四半期 

21年12月期第２四半期 

百万円 

6,439 

2,952 

% 

118.1 

△52.6 

百万円 

533 

△581 

 % 

 - 

 - 

百万円 

８ 

△605 

% 

- 

- 

百万円 

△214 

△131 

% 

- 

- 

 

【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 

  

22年12月期第２四半期 

21年12月期第２四半期 

百万円 

6,439 

2,952 

% 

118.1 

△52.6 

百万円 

533 

△581 

 % 

 - 

 - 

百万円 

△44 

105 

% 

- 

- 

百万円 

△214 

△131 

% 

- 

- 

 

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 



【訂正前】 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

〈省略〉 

…………… しかしながら、対ドル相場の円高進行に伴い外貨建資産の邦貨換算に伴う為替差

損４億 51百万円を計上した結果、経常利益は８百万円（前年同期は６億５百万円の損失）と

なり、また、デリバティブ評価損52百万円、訴訟和解金83百万円、繰延税金資産の取崩しに

よる法人税等調整額 83百万円の計上により、四半期純損失２億 14百万円（前年同期は１億

31百万円の損失）を計上する結果となりました。 

 

【訂正後】 

〈省略〉 

  …………… しかしながら、対ドル相場の円高進行に伴い外貨建資産の邦貨換算に伴う為

替差損４億51百万円、デリバティブ評価損 52百万円を計上した結果、経常損失は44百万円

（前年同期は１億５百万円の利益）となり、訴訟和解金83百万円、繰延税金資産の取崩しに

よる法人税等調整額 83百万円の計上により、四半期純損失２億 14百万円（前年同期は１億

31百万円の損失）を計上する結果となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．四半期連結財務諸表 



 （２）四半期連結損益計算書 

（第２四半期連結累計期間） 

 （訂正前） 
（単位：千円）

  前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日)

売上高 2,952,617 6,439,360

売上原価 2,756,855 4,879,246

売上総利益 195,761 1,560,113

販売費及び一般管理費 ※ 777,232 ※ 1,026,225

営業利益又は営業損失（△） △581,470 533,888

営業外収益   
 受取利息 998 499
 受取配当金 6 6
 為替差益 70,680 －
 スクラップ売却益 － 8,224
 債務勘定整理益 － 4,488
 その他 26,438 20,442
 営業外収益合計 98,123 33,661

営業外費用   
 支払利息 97,417 90,315
 為替差損 － 451,188
 その他 24,428 18,028
 営業外費用合計 121,845 559,531

経常利益又は経常損失（△） △605,192 8,018

特別利益   
 固定資産売却益 12,181 301
 貸倒引当金戻入額 1,250 3,000
 デリバティブ評価益 710,435 －
 その他 379 379
 特別利益合計 724,246 3,681

特別損失   
 固定資産除却損 111,194 362
 特別退職金 － 1,036
 デリバティブ評価損 － 52,031
 訴訟和解金 － 83,571
 前期損益修正損 － 4,900
 特別損失合計 111,194 141,901

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△） 

7,859 △130,202

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,176

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還
付税額 

△4,627 －

法人税等調整額 142,928 83,339

法人税等合計 139,446 84,515

四半期純損失（△） △131,586 △214,718

 （訂正後） 



（単位：千円）
  前第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日)

売上高 2,952,617 6,439,360

売上原価 2,756,855 4,879,246

売上総利益 195,761 1,560,113

販売費及び一般管理費 ※ 777,232 ※ 1,026,225

営業利益又は営業損失（△） △581,470 533,888

営業外収益   
 受取利息 998 499
 受取配当金 6 6
 為替差益 70,680 －
 デリバティブ評価益 710,435 －
 スクラップ売却益 － 8,224
 債務勘定整理益 － 4,488
 その他 26,438 20,442
 営業外収益合計 808,559 33,661

営業外費用   
 支払利息 97,417 90,315
 為替差損 － 451,188
 デリバティブ評価損 － 52,031
 その他 24,428 18,028
 営業外費用合計 121,845 611,563

経常利益又は経常損失（△） 105,242 △44,013

特別利益   
 固定資産売却益 12,181 301
 貸倒引当金戻入額 1,250 3,000
 その他 379 379
 特別利益合計 13,811 3,681

特別損失   
 固定資産除却損 111,194 362
 特別退職金 － 1,036
 訴訟和解金 － 83,571
 前期損益修正損 － 4,900
 特別損失合計 111,194 89,870

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△） 

7,859 △130,202

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,176

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還
付税額 

△4,627 －

法人税等調整額 142,928 83,339

法人税等合計 139,446 84,515

四半期純損失（△） △131,586 △214,718
    

 

 

（第２四半期連結会計期間） 



（訂正前） 
（単位：千円）

  前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日)

売上高 2,009,695 3,972,584

売上原価 1,616,059 2,859,659

売上総利益 393,636 1,112,925

販売費及び一般管理費 ※ 401,047 ※ 499,814

営業利益又は営業損失（△） △7,411 613,111

営業外収益   
 受取利息 315 195
 受取配当金 － 6
 スクラップ売却益 － 6,130
 債務勘定整理益 － 4,488
 その他 17,219 6,204
 営業外収益合計 17,535 17,025

営業外費用   
 支払利息 50,419 45,799
 為替差損 125,082 361,536
 その他 10,308 6,823
 営業外費用合計 185,810 414,160

経常利益又は経常損失（△） △175,686 215,976

特別利益   
 固定資産売却益 5,973 －
 貸倒引当金戻入額 － 625
 賞与引当金戻入額 － 20,310
 その他 379 379
 特別利益合計 6,353 21,315

特別損失   
 固定資産除却損 2,325 151
 デリバティブ評価損 234,406 274,433
 訴訟和解金 － 83,571
 前期損益修正損 － 4,900
 特別損失合計 236,732 363,056

税金等調整前四半期純損失（△） △406,065 △125,765

法人税、住民税及び事業税 572 582

法人税等調整額 57,052 88,281

法人税等合計 57,625 88,864

四半期純損失（△） △463,690 △214,629
    

 

 

 

 

（訂正後） 
（単位：千円）



  前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日)

売上高 2,009,695 3,972,584

売上原価 1,616,059 2,859,659

売上総利益 393,636 1,112,925

販売費及び一般管理費 ※ 401,047 ※ 499,814

営業利益又は営業損失（△） △7,411 613,111

営業外収益   
 受取利息 315 195
 受取配当金 － 6
 スクラップ売却益 － 6,130
 債務勘定整理益 － 4,488
 その他 17,219 6,204
 営業外収益合計 17,535 17,025

営業外費用   
 支払利息 50,419 45,799
 為替差損 125,082 361,536
 デリバティブ評価損 234,406 274,433
 その他 10,308 6,823
 営業外費用合計 420,217 688,594

経常損失（△） △410,093 △58,457

特別利益   
 固定資産売却益 5,973 －
 貸倒引当金戻入額 － 625
 賞与引当金戻入額 － 20,310
 その他 379 379
 特別利益合計 6,353 21,315

特別損失   
 固定資産除却損 2,325 151
 訴訟和解金 － 83,571
 前期損益修正損 － 4,900
 特別損失合計 2,325 88,622

税金等調整前四半期純損失（△） △406,065 △125,765

法人税、住民税及び事業税 572 582

法人税等調整額 57,052 88,281

法人税等合計 57,625 88,864

四半期純損失（△） △463,690 △214,629

    

 

 
以 上 


