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（訂正・数値データ訂正） 

「平成23年12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5月13日に発表いたしました「平成23年12月期 第1四半期決算短信［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23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年３月31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 

  

23年12月期第1四半期 

22年12月期第1四半期 

百万円 

3,514 

2,466 

% 

42.5 

161.6 

百万円 

150 

△99 

 % 

 - 

 - 

百万円 

31  

△230 

% 

- 

- 

百万円 

309 

△０ 

% 

- 

- 

 

【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 

  

23年12月期第1四半期 

22年12月期第1四半期 

百万円 

3,514 

2,466 

% 

42.5 

161.6 

百万円 

150 

△99 

 % 

 - 

 - 

百万円 

304  

△８ 

% 

- 

- 

百万円 

309 

△０ 

% 

- 

- 

 

 



１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ２頁 

【訂正前】 

（１） 連結経営成績に関する定性的情報 

〈省略〉 

…………… 経常損益につきましては、デリバティブ取引の実行等に伴う為替差損 74百万

円の計上等により31百万円の経常利益を計上いたしました（前年同期は２億30百万円の経常

損失）。また、最終損益につきましては、当四半期末のドル円レートが前期年度末のレートと

比して円安に推移したことにより、特別利益として２億 72百万円のデリバティブ評価益を計

上したこと等から、四半期純利益は３億９百万円となりました（前年同期は０百万円の四半期

純損失）。 

【訂正後】 

〈省略〉 

 …………… 経常損益につきましては、デリバティブ取引の実行等に伴う為替差損 74百

万円、当四半期末のドル円レートが前期年度末のレートと比して円安に推移したことにより２

億 72百万円のデリバティブ評価益の計上等により３億４百万円の経常利益（前年同期は８百

万円の経常損失）を計上し、四半期純利益は３億９百万円となりました（前年同期は０百万円

の四半期純損失）。 

 

 



５．四半期連結財務諸表 ５頁 

（２）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 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,466,776 3,514,919

売上原価 2,019,587 2,802,979

売上総利益 447,188 711,940

販売費及び一般管理費 ※ 546,721 ※ 561,628

営業利益又は営業損失（△） △99,532 150,312

営業外収益   
 受取利息 304 262
 その他 16,331 13,210
 営業外収益合計 16,636 13,473

営業外費用   
 支払利息 44,515 42,469
 為替差損 89,652 74,587
 その他 13,616 14,864
 営業外費用合計 147,785 131,922

経常利益又は経常損失（△） △230,682 31,862

特別利益   
 固定資産売却益 2,714 12,504
 貸倒引当金戻入額 2,374 2,155
 デリバティブ評価益 222,401 272,335
 負ののれん発生益 － 14,153
 その他 － 1,139
 特別利益合計 227,490 302,289

特別損失   
 固定資産除却損 211 40,955
 特別退職金 1,034 －
 特別損失合計 1,245 40,955

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（△） 

△4,437 293,196

法人税、住民税及び事業税 593 962

法人税等調整額 △4,941 △17,416

法人税等合計 △4,348 △16,453

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△） 

－ 309,650

四半期純利益又は四半期純損失（△） △89 309,650

    

 



（訂正後） 
（単位：千円）

  前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,466,776 3,514,919

売上原価 2,019,587 2,802,979

売上総利益 447,188 711,940

販売費及び一般管理費 ※ 546,721 ※ 561,628

営業利益又は営業損失（△） △99,532 150,312

営業外収益   
 受取利息 304 262
 デリバティブ評価益 222,401 272,335
 その他 16,331 13,210
 営業外収益合計 239,038 285,808

営業外費用   
 支払利息 44,515 42,469
 為替差損 89,652 74,587
 その他 13,616 14,864
 営業外費用合計 147,785 131,922

経常利益又は経常損失（△） △8,280 304,198

特別利益   
 固定資産売却益 2,714 12,504
 貸倒引当金戻入額 2,374 2,155
 負ののれん発生益 － 14,153
 その他 － 1,139
 特別利益合計 5,088 29,953

特別損失   
 固定資産除却損 211 40,955
 特別退職金 1,034 －
 特別損失合計 1,245 40,955

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（△） 

△4,437 293,196

法人税、住民税及び事業税 593 962

法人税等調整額 △4,941 △17,416

法人税等合計 △4,348 △16,453

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△） 

－ 309,650

四半期純利益又は四半期純損失（△） △89 309,650

    

 

 

 
以 上 


