
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
各 位 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成24 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24年５月８日に発表いたしました「平成24年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、一部に数値の

誤りがありましたので訂正いたします。 

 なお、訂正箇所は    で示しております。 

 

記 

 

（Ⅰ）訂正理由 

 当第３四半期決算作業中に、第１四半期会計期間における企業結合に係る会計処理について、誤りがあることが判明いたしま

したので、訂正いたします。 

 

（Ⅱ）訂正箇所 

１  サマリー情報 

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

 (2)連結財政状態 

 【訂正前】                       

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

24年12月期第１四半期 20,879 4,878 23.2

23年12月期 19,861 4,670 23.4

（参考）自己資本    24年12月期第1四半期 4,847百万円    23年12月期 4,642百万円 

 

 【訂正後】                       

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

24年12月期第１四半期 20,908 4,881 23.1

23年12月期 19,861 4,670 23.4

（参考）自己資本    24年12月期第1四半期 4,847百万円    23年12月期 4,642百万円 

 

２  1.当四半期決算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 

  資産、負債、純資産の状況 

 【訂正前】 

 （資産） 

当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末比1,017,902千円増の20,879,704千円であります。これは主
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に現金及び預金、商品及び製品の増加などによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間における負債は、前連結会計年度末比809,958千円増の16,001,607千円となりました。これは主に

買掛金、短期借入金の増加などによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間における純資産は、前連結会計年度末比207,944千円増の4,878,096千円となりました。これは主に

利益剰余金の増加などによるものであります。 

 

 【訂正後】 

 （資産） 

当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末比1,047,026千円増の20,908,827千円であります。これは主

に現金及び預金、商品及び製品の増加などによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間における負債は、前連結会計年度末比835,600千円増の16,027,249千円となりました。これは主に

買掛金、短期借入金の増加などによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間における純資産は、前連結会計年度末比211,425千円増の4,881,577千円となりました。これは主に

利益剰余金の増加などによるものであります。 

 

 

 

３  3.四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表     

【訂正前】     

    (単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金  2,187,898  3,374,661

  売掛金  728,632 1,113,042

（略）  （略） （略） 

  流動資産合計  18,421,368 19,102,144

 固定資産  

  有形固定資産  

（略）  （略） （略） 

   工具、器具及び備品  571,118  842,573

    減価償却累計額  △ 424,323 △ 717,841

    工具、器具及び備品（純額）  146,794  124,731

   土地  407,979 407,979

   建設仮勘定  15,000 -

   有形固定資産合計  736,189 786,643

  無形固定資産  

   のれん  - 223,412

   ソフトウエア  84,718 81,730

   その他  2,234  2,234

   無形固定資産合計  86,953  307,377

（略）  （略） （略） 

  固定資産合計  1,440,433 1,777,559

 資産合計  19,861,801  20,879,704



 

負債の部  

 流動負債  

（略）  （略） （略） 

  未払金  353,836 373,954

（略）  （略） （略） 

  その他  416,912 416,340

  流動負債合計  14,462,984 15,341,204

 固定負債  

（略）  （略） （略） 

    その他  - 7,306

  固定負債合計  728,664 660,403

 負債合計  15,191,648 16,001,607

純資産の部  

 株主資本  

（略）  （略） （略） 

 その他の包括利益累計額  

（略）  （略） （略） 

 少数株主持分  27,432  30,727

 純資産合計  4,670,152  4,878,096

負債純資産合計  19,861,801 20,879,704

                    

 【訂正後】        

    (単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金  2,187,898  3,374,661

  売掛金  728,632 1,091,922

（略）  （略） （略） 

  流動資産合計  18,421,368 19,081,024

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物  215,200  261,273

（略）  （略） （略） 

   工具、器具及び備品  571,118 840,980

    減価償却累計額  △ 424,323 △ 717,841

    工具、器具及び備品（純額）  146,794 123,138

   土地  407,979  407,979

   建設仮勘定  15,000  -

   有形固定資産合計  736,189 785,051

  無形固定資産  

   のれん  -  275,249

   ソフトウエア  84,718 81,730

   その他  2,234 2,234

   無形固定資産合計  86,953 359,213

  投資その他の資産  

（略）  （略） （略） 

  固定資産合計  1,440,433 1,827,802



 

 資産合計  19,861,801 20,908,827

負債の部  

 流動負債  

（略）  （略） （略） 

  未払金  353,836 399,154

（略）  （略） （略） 

  その他  416,912 415,058

  流動負債合計  14,462,984 15,365,122

 固定負債  

（略）  （略） （略） 

  その他  -  9,030

  固定負債合計  728,664 662,127

 負債合計  15,191,648 16,027,249

純資産の部  

 株主資本  

（略）  （略） （略） 

 その他の包括利益累計額  

（略）  （略） （略） 

 少数株主持分  27,432 34,208

 純資産合計  4,670,152 4,881,577

負債純資産合計  19,861,801 20,908,827

 

 

以 上 


