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（訂正・数値データ訂正） 

「平成23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23年８月12日に発表いたしました「平成23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23年12月期第２四半期の連結業績（平成 23年１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 

  

23年12月期第２四半期 

22年12月期第２四半期 

百万円 

6,730 

6,439 

% 

4.5 

118.1 

百万円 

69 

533 

 % 

87.1 

 - 

百万円 

  △402 

８ 

% 

- 

- 

百万円 

△70 

△214 

% 

- 

- 

 

【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２四半期 

22年12月期第２四半期 

百万円 

6,730 

6,439 

% 

4.5 

118.1 

百万円 

69 

533 

 % 

87.1 

 - 

百万円 

  △74 

△44 

% 

- 

- 

百万円 

△70 

△214 

% 

- 

- 

 

 



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３億90百

万円の計上等により４億２百万円の経常損失を計上いたしました（前年同期は８百万円の経常

利益）。また、最終損益につきましては、特別利益として３億27百万円のデリバティブ評価益

等を計上したことから、当四半期連結累計期間の税引後純損失は70百万円となりました。 

【訂正後】 

〈省略〉 

 …………… 経常損益につきましては、デリバティブ評価益３億 27百万円、デリバティブ

取引の実行等に伴う為替差損３億90百万円の計上等により74百万円の経常損失を計上し（前

年同期は44百万円の経常損失）、当四半期連結累計期間の税引後純損失は70百万円となりま

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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 6,439,360 6,730,645

売上原価 4,879,246 5,600,345

売上総利益 1,560,113 1,130,299

販売費及び一般管理費 ※ 1,026,225 ※ 1,060,370

営業利益 533,888 69,929

営業外収益   
 受取利息 499 1,371
 受取配当金 6 6
 スクラップ売却益 8,224 －
 債務勘定整理益 4,488 －
 還付金等 － 14,043
 その他 20,442 27,961
 営業外収益合計 33,661 43,382

営業外費用   
 支払利息 90,315 95,552
 為替差損 451,188 390,210
 その他 18,028 29,928
 営業外費用合計 559,531 515,691

経常利益又は経常損失（△） 8,018 △402,379

特別利益   
 固定資産売却益 301 12,514
 貸倒引当金戻入額 3,000 4,080
 デリバティブ評価益 － 327,933
 負ののれん発生益 － 14,153
 その他 379 14,576
 特別利益合計 3,681 373,259

特別損失   
 固定資産除却損 362 93,093
 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 141,901 93,093

税金等調整前四半期純損失（△） △130,202 △122,213

法人税、住民税及び事業税 1,176 2,701

法人税等調整額 83,339 △54,087

法人税等合計 84,515 △51,385

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △70,828

四半期純損失（△） △214,718 △70,828



 （訂正後） 
（単位：千円）

  前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 6,439,360 6,730,645

売上原価 4,879,246 5,600,345

売上総利益 1,560,113 1,130,299

販売費及び一般管理費 ※ 1,026,225 ※ 1,060,370

営業利益 533,888 69,929

営業外収益   
 受取利息 499 1,371
 受取配当金 6 6
 デリバティブ評価益 － 327,933
 スクラップ売却益 8,224 －
 債務勘定整理益 4,488 －
 還付金等 － 14,043
 その他 20,442 27,961
 営業外収益合計 33,661 371,316

営業外費用   
 支払利息 90,315 95,552
 為替差損 451,188 390,210
 デリバティブ評価損 52,031 －
 その他 18,028 29,928
 営業外費用合計 611,563 515,691

経常損失（△） △44,013 △74,445

特別利益   
 固定資産売却益 301 12,514
 貸倒引当金戻入額 3,000 4,080
 負ののれん発生益 － 14,153
 その他 379 14,576
 特別利益合計 3,681 45,325

特別損失   
 固定資産除却損 362 93,093
 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 89,870 93,093

税金等調整前四半期純損失（△） △130,202 △122,213

法人税、住民税及び事業税 1,176 2,701

法人税等調整額 83,339 △54,087

法人税等合計 84,515 △51,385

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △70,828

四半期純損失（△） △214,718 △70,828
    

 

 



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,972,584 3,215,725

売上原価 2,859,659 2,797,365

売上総利益 1,112,925 418,359

販売費及び一般管理費 ※ 499,814 ※ 498,741

営業利益又は営業損失（△） 613,111 △80,382

営業外収益   
 受取利息 195 1,109
 受取配当金 6 6
 スクラップ売却益 6,130 897
 債務勘定整理益 4,488 －
 還付金等 － 14,043
 その他 6,204 13,853
 営業外収益合計 17,025 29,909

営業外費用   
 支払利息 45,799 53,082
 為替差損 361,536 315,622
 その他 6,823 15,053
 営業外費用合計 414,160 383,758

経常利益又は経常損失（△） 215,976 △434,232

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 625 1,924
 デリバティブ評価益 － 55,598
 賞与引当金戻入額 20,310 －
 その他 379 13,437
 特別利益合計 21,315 70,959

特別損失   
 固定資産除却損 151 52,138
 デリバティブ評価損 274,433 －
 訴訟和解金 83,571 －
 前期損益修正損 4,900 －
 特別損失合計 363,056 52,138

税金等調整前四半期純損失（△） △125,765 △415,410

法人税、住民税及び事業税 582 1,739

法人税等調整額 88,281 △36,670

法人税等合計 88,864 △34,931

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △380,478

四半期純損失（△） △214,629 △380,478

    

 

 

 



 （訂正後） 
（単位：千円）

  前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,972,584 3,215,725

売上原価 2,859,659 2,797,365

売上総利益 1,112,925 418,359

販売費及び一般管理費 ※ 499,814 ※ 498,741

営業利益又は営業損失（△） 613,111 △80,382

営業外収益   
 受取利息 195 1,109
 受取配当金 6 6
 デリバティブ評価益 － 55,598
 スクラップ売却益 6,130 897
 債務勘定整理益 4,488 －
 還付金等 － 14,043
 その他 6,204 13,853
 営業外収益合計 17,025 85,507

営業外費用   
 支払利息 45,799 53,082
 為替差損 361,536 315,622
 デリバティブ評価損 274,433 －
 その他 6,823 15,053
 営業外費用合計 688,594 383,758

経常損失（△） △58,457 △378,633

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 625 1,924
 賞与引当金戻入額 20,310 －
 その他 379 13,437
 特別利益合計 21,315 15,361

特別損失   
 固定資産除却損 151 52,138
 訴訟和解金 83,571 －
 前期損益修正損 4,900 －
 特別損失合計 88,622 52,138

税金等調整前四半期純損失（△） △125,765 △415,410

法人税、住民税及び事業税 582 1,739

法人税等調整額 88,281 △36,670

法人税等合計 88,864 △34,931

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △380,478

四半期純損失（△） △214,629 △380,478
    

 

 

 
以 上 


