
 
 

平成 24 年２月 13 日 
各   位 

 
会社名     株式会社ヤマダコーポレーション 
代表者     代表取締役社長    村田   實 

（コード : ６３９２  東証第２部） 
問合せ先   取締役           武田  守征 

（ＴＥＬ    ０３－３７７７－５１０１） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 24 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 24 年２月８日 13 時 00 分に発表した表記の開示資料の一部に訂正すべき事項があ

りましたのでお知らせします。 

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

 

記 

 

１． 訂正の理由 

当第３四半期累計期間の連結仕訳処理における誤謬の訂正であります。 

 

２． 訂正の箇所 
（サマリー情報） 

１．平成 24 年３月期第３四半期の連結業績（平成 23 年４月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績（累計） 

（２）連結財政状態 

（添付資料） 
１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

２．サマリー情報（その他）に関する事項   

（４）追加情報 
３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 
第３四半期連結累計期間 

四半期連結包括利益計算書 
第３四半期連結累計期間 

 

なお、次頁以降にそれぞれの【訂正前】と【訂正後】を添付し、訂正箇所に下線＿を付して表示しており

ます。 
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３． 訂正の内容 

 
（サマリー情報） 

【訂正前】 

（省略） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 24 年３月期第３四半期の連結業績（平成 23 年４月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績（累計）                                                   （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24 年３月期第３四半期 6,047 6.3 507 11.7 471 11.4 286 34.2  

23 年３月期第３四半期 5,689 23.3 454 － 423 － 213 － 

(注) 包括利益  24 年３月期第３四半期 254百万円（74.0％） 23 年３月期第３四半期 146 百万円 （－％） 

 

 １株当たり四半期純利益 
潜 在 株 式 調 整 後

１ 株 当 た り 四 半 期 純 利 益

 円   銭 円   銭

24 年３月期第３四半期 23.92 －

23 年３月期第３四半期 17.82 －

 

（２）連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率  

 百万円 百万円 ％ 

24 年３月期第３四半期 9,577 4,820 39.3   

23 年３月期 9,645 4,628 37.5  

(参考)自己資本 24 年３月期第３四半期 3,767百万円 23 年３月期 3,617 百万円 

（省略） 

 

【訂正後】 

（省略） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 24 年３月期第３四半期の連結業績（平成 23 年４月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績（累計）                                                   （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24 年３月期第３四半期 6,047 6.3 507 11.7 471 11.4 294 38.3  

23 年３月期第３四半期 5,689 23.3 454 － 423 － 213 － 

(注) 包括利益  24 年３月期第３四半期 255百万円（74.8％） 23 年３月期第３四半期 146 百万円 （－％） 

 

 １株当たり四半期純利益 
潜 在 株 式 調 整 後

１ 株 当 た り 四 半 期 純 利 益

 円   銭 円   銭

24 年３月期第３四半期 24.66 －

23 年３月期第３四半期 17.82 －

 

（２）連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率  

 百万円 百万円 ％ 

24 年３月期第３四半期 9,577 4,821 39.1   

23 年３月期 9,645 4,628 37.5  

(参考)自己資本 24 年３月期第３四半期 3,749百万円 23 年３月期 3,617 百万円 

（省略） 
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（添付資料） 

 

【訂正前】 

 
１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（省略） 

利益面では、工場操業度改善などにより、売上総利益は安定した推移を示し、売上高増加に伴う販売費及び一般

管理費は増加しているものの、営業利益は507百万円（前年同期比53百万円、11.7％増）、経常利益は471百万円（前

年同期比48百万円、11.4％増）、四半期純利益は286百万円（前年同期比72百万円、34.2％増）となりました。四半

期純利益には、第２四半期において特別損失として計上いたしました遊休資産56百万円の減損損失が含まれており

ます。 

（省略） 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

（省略） 

負債合計は4,756百万円となり、前連結会計年度末に比べ△260百万円の減少となりました。これは主に、流動

負債の増加（228百万円）、固定負債の減少（△488百万円）等によるものであります。 

純資産合計は4,820百万円となり、前連結会計年度末に比べ192百万円の増加となりました。これは主に、利益

剰余金の増加（226百万円）、その他の包括利益累計額合計の減少（△76百万円）等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は39.3％となりました。 

（省略） 

 

 

【訂正後】 

 
１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（省略） 

利益面では、工場操業度改善などにより、売上総利益は安定した推移を示し、売上高増加に伴う販売費及び一般

管理費は増加しているものの、営業利益は507百万円（前年同期比53百万円、11.7％増）、経常利益は471百万円（前

年同期比48百万円、11.4％増）、四半期純利益は294百万円（前年同期比81百万円、38.3％増）となりました。四半

期純利益には、第２四半期において特別損失として計上いたしました遊休資産56百万円の減損損失が含まれており

ます。 

（省略） 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

（省略） 

負債合計は4,755百万円となり、前連結会計年度末に比べ△261百万円の減少となりました。これは主に、流動

負債の増加（228百万円）、固定負債の減少（△489百万円）等によるものであります。 

純資産合計は4,821百万円となり、前連結会計年度末に比べ193百万円の増加となりました。これは主に、利益

剰余金の増加（235百万円）、その他の包括利益累計額合計の減少（△103百万円）等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は39.1％となりました。 

（省略） 
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【訂正前】 

 
２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（省略） 

（４）追加情報 

（省略） 

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率

の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の

計算に使用する法定実効税率は従来の40.50％から、35.64％となります。この税率変更により、繰延税金負債の金

額は31,437千円減少し、法人税等調整額は3,535千円減少しております。 

 

 

【訂正後】 

 
２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（省略） 

（４）追加情報 

（省略） 

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率

の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の

計算に使用する法定実効税率は従来の40.50％から、35.64％となります。この税率変更により、繰延税金負債の金

額は32,577千円減少し、法人税等調整額は31,842千円減少しております。 
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【訂正前】 

 
３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

        前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

（省略）     

負債の部     

  （省略）     

  固定負債     

    社債 800,000 500,000
    長期借入金 800,166 567,909
    繰延税金負債 280,037 235,730 

    退職給付引当金 572,664 594,379
    役員退職慰労引当金 148,820 －
    資産除去債務 21,985 20,349
    長期未払金 － 187,500
    その他 82,051 111,309
    固定負債合計 2,705,724 2,217,178 

  負債合計 5,017,064 4,756,917 

            

  

 

【訂正後】 

 

３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

        前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

（省略）     

負債の部     

  （省略）     

  固定負債     

    社債 800,000 500,000
    長期借入金 800,166 567,909
    繰延税金負債 280,037 234,590 

    退職給付引当金 572,664 594,379
    役員退職慰労引当金 148,820 －
    資産除去債務 21,985 20,349
  長期未払金 － 187,500
  その他 82,051 111,309
  固定負債合計 2,705,724 2,216,037 

 負債合計 5,017,064 4,755,777 
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【訂正前】 

 

３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

      前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 600,000 600,000
    資本剰余金 56,750 56,750
    利益剰余金 3,121,661 3,347,853 

    自己株式 △8,100 △8,100
    株主資本合計 3,770,310 3,996,503 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 29,705 9,729
    土地評価差額金 － 27,167   

    為替換算調整勘定 △182,579 △265,798
    その他の包括利益累計額合計 △152,874 △228,902 

  少数株主持分 1,010,887 1,053,054 

  純資産合計 4,628,324 4,820,655 

負債純資産合計 9,645,388 9,577,572
          

  

 

【訂正後】 

 

３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

      前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 600,000 600,000
    資本剰余金 56,750 56,750
    利益剰余金 3,121,661 3,356,741 

    自己株式 △8,100 △8,100
    株主資本合計 3,770,310 4,005,391 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 29,705 9,729
    為替換算調整勘定 △182,579 △265,798
    その他の包括利益累計額合計 △152,874 △256,069 

  少数株主持分 1,010,887 1,072,473 

  純資産合計 4,628,324 4,821,795 

負債純資産合計 9,645,388 9,577,572
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【訂正前】 
 
  （２）四半期連結損益計書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

    
前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

（省略） 

税金等調整前四半期純利益 411,795 420,123

法人税、住民税及び事業税 128,519 93,824

法人税等調整額 △3,059 △3,962 

法人税等合計 125,460 89,861 

少数株主損益調整前四半期純利益 286,335 330,261 

少数株主利益 73,113 44,167 

四半期純利益 213,221 286,094 

        

  

 
【訂正後】 
 
  （２）四半期連結損益計書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

    
前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

（省略） 

税金等調整前四半期純利益 411,795 420,123

法人税、住民税及び事業税 128,519 93,824

法人税等調整額 △3,059 △32,269 

法人税等合計 125,460 61,554 

少数株主損益調整前四半期純利益 286,335 358,568 

少数株主利益 73,113 63,586 

四半期純利益 213,221 294,982 
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【訂正前】 
 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

    
前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 286,335 330,261 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △47,425 △19,976
  土地評価差額金 － 27,167   

  為替換算調整勘定 △92,785 △83,219
  その他の包括利益合計 △140,210 △76,028 

四半期包括利益 146,124 254,232 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 73,010 191,786
  少数株主に係る四半期包括利益 73,113 62,446
        

  

 

 

【訂正後】 
 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

    
前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 286,335 358,568 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △47,425 △19,976
  為替換算調整勘定 △92,785 △83,219
  その他の包括利益合計 △140,210 △103,195 

四半期包括利益 146,124 255,372 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 73,010 191,786
  少数株主に係る四半期包括利益 73,113 63,586
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平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ヤマダコーポレーション 上場取引所 東 
コード番号 6392 URL http://www.yamadacorp.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 村田 實
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 武田 守征 TEL 03-3777-5101
四半期報告書提出予定日 平成24年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 6,047 6.3 507 11.7 471 11.4 294 38.3
23年3月期第3四半期 5,689 23.3 454 ― 423 ― 213 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 255百万円 （74.8％） 23年3月期第3四半期 146百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 24.66 ―
23年3月期第3四半期 17.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 9,577 4,821 39.1
23年3月期 9,645 4,628 37.5
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,749百万円 23年3月期  3,617百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,400 5.8 560 △24.3 520 △23.1 350 △24.8 29.26



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 12,000,000 株 23年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 38,294 株 23年3月期 38,294 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 11,961,706 株 23年3月期3Q 11,962,541 株


