
平成２３年１２月１６日  

各      位 
 

 上場会社名 クミアイ化学工業株式会社 
 代 表 者 取 締役社 長   石原助 

 （コード番号 ４９９６ 東証第１部） 

 問合せ先  取締役経営管理部長   小池好智 
 （TEL．０３－３８２２－５０３６） 

 
（訂正）平成 23 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について 

 

平成 23 年 12 月 14 日付で開示いたしました「平成 23 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の記載内容について、一部訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

訂正箇所は、□で表示しております。 

 
訂正箇所－１（決算短信 添付資料 13 ページ） 
（2） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 
 
【訂正前】 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年10月31日) 

特別損失  

 固定資産処分損 ※4 87 ※4 26

 環境対策費 ※5 20  －

 災害による損失 － ※7 155

 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 106  211

 

【訂正後】 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年10月31日) 

特別損失  

 固定資産処分損 ※4 87 ※4 26

 環境対策費 ※5 20  －

 災害による損失 － ※7 155

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  29

 その他の特別損失 －  1

 特別損失合計 106  211

 



訂正箇所－２（決算短信 添付資料 15 ページ） 
（3） 連結株主資本等変動計算書 
 

【訂正前】 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年10月31日) 

 資本剰余金  

  前期末残高 4,833  4,833

  当期変動額  

   当期変動額合計 0  0

  当期末残高 4,833  4,833

 利益剰余金  

  前期末残高 27,606  28,656

  当期変動額  

   剰余金の配当 △243  △243

   当期変動額合計 1,049  1,117

  当期末残高 28,656  29,773

 

【訂正後】 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年10月31日) 

 資本剰余金  

  前期末残高 4,833  4,833

  当期変動額  

自己株式の処分 0  0

   当期変動額合計 0  0

  当期末残高 4,833  4,833

 利益剰余金  

  前期末残高 27,606  28,656

  当期変動額  

   剰余金の配当 △243  △243

当期純利益 1,292  1,360

   当期変動額合計 1,049  1,117

  当期末残高 28,656  29,773

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



訂正箇所－３（決算短信 添付資料 44 ページ） 
５．個別財務諸表 
（2） 損益計算書 
 

【訂正前】 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年10月31日) 

売上高 33,239  36,534

売上原価  

 当期商品仕入高 7,379  9,279

 当期製品製造原価 16,848  19,260

 他勘定振替高 262  579

 売上原価 24,716  27,464

売上総利益 8,523  9,070

販売費及び一般管理費 7,719  7,954

営業利益 803  1,116

営業外収益  

 受取利息 7  3

 有価証券利息 28  53

 受取配当金 318  407

 その他 137  70

 営業外収益合計 490  533

営業外費用  

 支払利息 －  0

 為替差損 23  20

 保険解約損 －  17

 売上割引 36  37

 その他 39  39

 営業外費用合計 98  113

経常利益 1,195  1,536

特別利益  

 固定資産処分益 0  293

 投資有価証券売却益 －  10

 受取補償金 97  －

 受取保険金 －  18

 知的財産権譲渡益 335  －

 特別利益合計 432  324

特別損失  

 固定資産処分損 77  24

 災害による損失 －  140

 環境対策費 20  －

 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 96  193

税引前当期純利益 1,531  1,667

法人税、住民税及び事業税 357  475

法人税等調整額 176  43

法人税等合計 533  518

当期純利益 998  1,150

 



【訂正後】 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年10月31日) 

売上高 33,239  36,534

売上原価  

商品及び製品期首たな卸高 6,541  5,790

 当期商品仕入高 7,379  9,279

 当期製品製造原価 16,848  19,260

合計 30,769  34,329

 他勘定振替高 262  579

商品及び製品期末たな卸高 5,790  6,287

 売上原価 24,716  27,464

売上総利益 8,523  9,070

販売費及び一般管理費 7,719  7,954

営業利益 803  1,116

営業外収益  

 受取利息 7  3

 有価証券利息 28  53

 受取配当金 318  407

 その他 137  70

 営業外収益合計 490  533

営業外費用  

 支払利息 －  0

 為替差損 23  20

 保険解約損 －  17

 売上割引 36  37

 その他 39  39

 営業外費用合計 98  113

経常利益 1,195  1,536

特別利益  

 固定資産処分益 0  293

 投資有価証券売却益 －  10

 受取補償金 97  －

 受取保険金 －  18

 知的財産権譲渡益 335  －

環境対策引当戻入益 －  3

 特別利益合計 432  324

特別損失  

 固定資産処分損 77  24

 災害による損失 －  140

 環境対策費 20  －

 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 96  193

税引前当期純利益 1,531  1,667

法人税、住民税及び事業税 357  475

法人税等調整額 176  43

法人税等合計 533  518

当期純利益 998  1,150

 
以上 


