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（訂正）「平成22年12月期 第３四半期決算短信［日本基準］(連結)」の一部訂正について 

 

 

 平成22年11月15日に発表いたしました「平成22年12月期 第３四半期決算短信［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３四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年９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３四半期 

21年12月期第３四半期 

百万円 

10,224 

6,072 

% 

68.4 

- 

百万円 

1,082 

△117 

   % 

   - 

   - 

百万円 

130 

△509 

% 

- 

- 

百万円 

△403 

△490 

% 

- 

- 

 

【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３四半期 

21年12月期第３四半期 

百万円 

10,224 

6,072 

% 

68.4 

- 

百万円 

1,082 

△117 

   % 

   - 

   - 

百万円 

△132 

△278 

% 

- 

- 

百万円 

△403 

△490 

% 

- 

- 

 

 

 



 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ４頁 

【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、折からの円高の進行に伴う為替差損８億 24百万円を計上することにより経

常利益は１億 30百万円（前年同期は５億９百万円の損失）の計上にとどまり、特別損失とし

てデリバティブ評価損２億62百万円、特許侵害訴訟の和解成立に伴う和解訴訟金84百万円等

を計上したこと………〈省略〉 

 

【訂正後】 

〈省略〉 

しかしながら、折からの円高の進行に伴う為替差損８億 24百万円、デリバティブ評価損２

億62百万円を計上することにより経常損失は１億 32百万円（前年同期は２億78百万円の損

失）を計上し、特許侵害訴訟の和解成立に伴う和解訴訟金84百万円等を計上したこと………

〈省略〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．四半期連結財務諸表 ６頁 



 （２）四半期連結損益計算書 

（第３四半期連結累計期間） 

 （訂正前） 
（単位：千円）

  前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日)

売上高 6,072,806 10,224,193

売上原価 4,965,302 7,665,842

売上総利益 1,107,503 2,558,350

販売費及び一般管理費 ※ 1,224,910 ※ 1,476,206

営業利益又は営業損失（△） △117,407 1,082,144

営業外収益   
 受取利息 1,421 678
 受取配当金 6 6
 スクラップ売却益 － 8,690
 債務勘定整理益 － 4,488
 その他 32,948 29,504
 営業外収益合計 34,375 43,368

営業外費用   
 支払利息 145,718 133,774
 為替差損 253,641 824,223
 その他 26,905 37,501
 営業外費用合計 426,264 995,499

経常利益又は経常損失（△） △509,296 130,013

特別利益   
 固定資産売却益 22,621 301
 貸倒引当金戻入額 2,750 4,500
 デリバティブ評価益 230,445 －
 その他 786 569
 特別利益合計 256,604 5,370

特別損失   
 前期損益修正損 － 4,796
 固定資産売却損 17,761 144
 固定資産除却損 138,781 2,193
 デリバティブ評価損 － 262,690
 訴訟和解金 － 84,500
 特別退職金 － 1,017
 特別損失合計 156,543 355,342

税金等調整前四半期純損失（△） △409,235 △219,958

法人税、住民税及び事業税 1,725 34,720

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 84,563 149,156

法人税等合計 81,661 183,876

四半期純損失（△） △490,897 △403,834

 （訂正後） 



（単位：千円）
  前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日)

売上高 6,072,806 10,224,193

売上原価 4,965,302 7,665,842

売上総利益 1,107,503 2,558,350

販売費及び一般管理費 ※ 1,224,910 ※ 1,476,206

営業利益又は営業損失（△） △117,407 1,082,144

営業外収益   
 受取利息 1,421 678
 受取配当金 6 6
 デリバティブ評価益 230,445 －
 スクラップ売却益 － 8,690
 債務勘定整理益 － 4,488
 その他 32,948 29,504
 営業外収益合計 264,821 43,368

営業外費用   
 支払利息 145,718 133,774
 為替差損 253,641 824,223
 デリバティブ評価損 － 262,690
 その他 26,905 37,501
 営業外費用合計 426,264 1,258,189

経常損失（△） △278,850 △132,677

特別利益   
 固定資産売却益 22,621 301
 貸倒引当金戻入額 2,750 4,500
 その他 786 569
 特別利益合計 26,158 5,370

特別損失   
 前期損益修正損 － 4,796
 固定資産売却損 17,761 144
 固定資産除却損 138,781 2,193
 訴訟和解金 － 84,500
 特別退職金 － 1,017
 特別損失合計 156,543 92,652

税金等調整前四半期純損失（△） △409,235 △219,958

法人税、住民税及び事業税 1,725 34,720

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 84,563 149,156

法人税等合計 81,661 183,876

四半期純損失（△） △490,897 △403,834

    

 

 

（第３四半期連結会計期間） 



 （訂正前） 
（単位：千円）

  前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日)

売上高 3,120,188 3,784,832

売上原価 2,208,446 2,786,595

売上総利益 911,742 998,236

販売費及び一般管理費 ※ 447,678 ※ 451,900

営業利益 464,063 546,335

営業外収益   
 受取利息 422 178
 スクラップ売却益 － 466
 その他 9,018 9,061
 営業外収益合計 9,441 9,706

営業外費用   
 支払利息 48,301 43,458
 新株発行費 － 12,558
 為替差損 324,321 372,912
 その他 4,986 6,915
 営業外費用合計 377,608 435,844

経常利益 95,895 120,197

特別利益   
 固定資産売却益 10,440 －
 貸倒引当金戻入額 1,500 3,419
 その他 406 189
 特別利益合計 12,346 3,609

特別損失   
 固定資産売却損 17,761 144
 固定資産除却損 27,587 1,831
 デリバティブ評価損 479,989 210,658
 訴訟和解金 － 928
 特別損失合計 525,338 213,563

税金等調整前四半期純損失（△） △417,095 △89,756

法人税、住民税及び事業税 580 33,543

法人税等調整額 △58,365 65,816

法人税等合計 △57,784 99,360

四半期純損失（△） △359,310 △189,116

    

 
 
 
 
 
 （訂正後） 

（単位：千円）



  前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日)

売上高 3,120,188 3,784,832

売上原価 2,208,446 2,786,595

売上総利益 911,742 998,236

販売費及び一般管理費 ※ 447,678 ※ 451,900

営業利益 464,063 546,335

営業外収益   
 受取利息 422 178
 スクラップ売却益 － 466
 その他 9,018 9,061
 営業外収益合計 9,441 9,706

営業外費用   
 支払利息 48,301 43,458
 新株発行費 － 12,558
 為替差損 324,321 372,912
 デリバティブ評価損 479,989 210,658
 その他 4,986 6,915
 営業外費用合計 857,597 646,503

経常損失（△） △384,093 △90,460

特別利益   
 固定資産売却益 10,440 －
 貸倒引当金戻入額 1,500 3,419
 その他 406 189
 特別利益合計 12,346 3,609

特別損失   
 固定資産売却損 17,761 144
 固定資産除却損 27,587 1,831
 訴訟和解金 － 928
 特別損失合計 45,348 2,904

税金等調整前四半期純損失（△） △417,095 △89,756

法人税、住民税及び事業税 580 33,543

法人税等調整額 △58,365 65,816

法人税等合計 △57,784 99,360

四半期純損失（△） △359,310 △189,116
    

 
 

以 上 


