
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
各 位 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成24 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 24 年８月 10 日に発表いたしました「平成 24 年 12 月期第２四半期決算短信〔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２四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期第２四半期 7,946 52.8 717 61.0 564 25.3 562 241.3

23年12月期第２四半期 5,201 2.6 445 △66.2 450 △66.9 164 △72.8

（注）包括利益   24年12月期第２四半期 594百万円（212.2％） 23年12月期第２四半期 190百万円（－％） 

 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12月期第２四半期 6,494.65 ― 

23年12月期第２四半期 1,902.66 ― 
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 【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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期第２四半期 7,946 52.8 722 62.0 569 26.3 566 244.2

23年12月期第２四半期 5,201 2.6 445 △66.2 450 △66.9 164 △72.8

（注）包括利益   24年12月期第２四半期 599百万円（214.7％） 23年12月期第２四半期 190百万円（－％） 

 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12月期第２四半期 6,549.15 ― 

23年12月期第２四半期 1,902.66 ― 

 

 (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２四半期 20,869 5,183 24.7

23年12月期 19,861 4,670 23.4

（参考）自己資本    24年12月期第２四半期 5,145百万円    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２四半期 20,893 5,188 24.7

23年12月期 19,861 4,670 23.4

（参考）自己資本    24年12月期第２四半期 5,150百万円    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 

 【訂正前】 

（略） 

 以上により、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高7,946,922千円（前年同四半期比52.8％増）、営業

利益717,353千円（前年同四半期比61.0％増）、経常利益564,475千円（前年同四半期比25.2％増）、四半期純利益562,150千円

（前年同四半期比241.4％増）となりました。 

 

（略） 

(資産） 

当第２四半期連結累計期間における総資産は、前連結会計年度末比1,007,536千円増の20,869,337千円であります。これは主

に売掛金、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２四半期連結累計期間における負債は、前連結会計年度末比494,272千円増の15,685,921千円となりました。これは主に

買掛金の増加などによるものであります。 

(純資産） 

当第２四半期連結累計期間における純資産は、前連結会計年度末比513,263千円増の5,183,416千円となりました。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】 

（略） 

 以上により、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高7,946,922千円（前年同四半期比52.8％増）、営業

利益722,071千円（前年同四半期比62.0％増）、経常利益569,193千円（前年同四半期比26.3％増）、四半期純利益566,868千円

（前年同四半期比244.2％増）となりました。 

 

（略） 

(資産） 

当第２四半期連結累計期間における総資産は、前連結会計年度末比1,031,896千円増の20,893,697千円であります。これは主

に売掛金、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２四半期連結累計期間における負債は、前連結会計年度末比513,975千円増の15,705,563千円となりました。これは主に

買掛金の増加などによるものであります。 

(純資産） 

当第２四半期連結累計期間における純資産は、前連結会計年度末比517,981千円増の5,188,134千円となりました。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 

 【訂正前】                       

 (1)四半期貸借対照表     

    (単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

資産の部  

 流動資産  

（略）  （略） （略） 

  無形固定資産  

   のれん  -  234,267

   ソフトウエア  84,718 54,237

   その他  2,234 2,234

   無形固定資産合計  86,953 290,739

  投資その他の資産  

（略）  （略） （略） 

   投資その他の資産合計  617,290 675,875

  固定資産合計  1,440,433 1,752,352

 資産合計  19,861,801 20,869,337

負債の部  

 流動負債  

（略）  （略） （略） 

  未払金  353,836 292,261

（略）  （略） （略） 

  その他  416,912 769,910

  流動負債合計  14,462,984 15,122,079

 固定負債  

（略）  （略） （略） 

  固定負債合計  728,664 563,842

 負債合計  15,191,648 15,685,921

純資産の部  

 株主資本  

（略）  （略） （略） 



 

  利益剰余金  1,663,688 2,225,873

  自己株式  △ 377,558 △ 377,558

  株主資本合計  4,793,206 5,268,835

（略）  （略） （略） 

 純資産合計  4,670,152 5,183,416

負債純資産合計  19,861,801 20,869,337

 

 (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２四半期連結累計期間   

    (単位：千円)

   

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高  

 商品及び製品売上高  3,684,395 6,662,917 

（略）  （略） （略） 

 業務委託費  129,891 145,146 

 研究開発費  933  265 

 その他  716,096 647,024 

 販売費及び一般管理費合計  1,557,561 1,597,519 

営業利益  445,689 717,353 

営業外収益  

 受取利息及び配当金  6,105 9,190 

（略）  （略） （略） 

経常利益  450,636 564,475 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額  1,514 -

（略）  （略） （略） 

税金等調整前四半期純利益  337,588 516,627 

法人税、住民税及び事業税  134,344 52,440 

法人税等調整額  34,953 △103,267

法人税等合計  169,297 △50,827

少数株主損益調整前当期純利益  168,290 567,455 

少数株主利益  3,604 5,304 

四半期純利益  164,686 562,150 

 



 

 

 四半期連結包括利益計算書      

  第２四半期連結累計期間      

   (単位：千円)  

   

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

 

少数株主損益調整前当期純利益  168,290 567,455  

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金  7,021 3,564  

 繰延ヘッジ損益  22,650 32,300  

 為替換算調整勘定  △ 7,472 △ 8,548  

 その他の包括利益合計  22,200  27,316  

包括利益  190,491  594,771  

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益  186,886 589,466  

 少数株主に係る包括利益  3,604 5,304  

 

 

 （４）セグメント情報 

（略） 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整

に関する事項） 

                   （単位：千円） 

利益 金額 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

セグメント間取引消去 

のれんの償却額 

報告セグメントに配分していない損益（注） 

その他の調整額 

604,301

△2,050

△422

△16,985

117,581

14,928

四半期連結損益計算書の営業利益 717,353

 

 

 

 



 

 【訂正後】                       

 

 (1)四半期貸借対照表     

    (単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

資産の部  

 流動資産  

（略）  （略） （略） 

  無形固定資産  

   のれん  - ※１ 258,627

   ソフトウエア  84,718 54,237

   その他  2,234 2,234

   無形固定資産合計  86,953 315,099

  投資その他の資産  

（略）  （略） （略） 

   投資その他の資産合計  617,290 675,875

  固定資産合計  1,440,433 1,776,712

 資産合計  19,861,801 20,893,697

負債の部  

 流動負債  

（略）  （略） （略） 

  未払金  353,836 312,885

（略）  （略） （略） 

  その他  416,912 768,928

  流動負債合計  14,462,984 15,141,721

 固定負債  

（略）  （略） （略） 

  固定負債合計  728,664 563,842

 負債合計  15,191,648 15,705,563

純資産の部  

 株主資本  

（略）  （略） （略） 

  利益剰余金  1,663,688 2,230,590

  自己株式  △ 377,558 △ 377,558

  株主資本合計  4,793,206 5,273,553

（略）  （略） （略） 

 純資産合計  4,670,152 5,188,134

負債純資産合計  19,861,801 20,893,697

 



 

 

 (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２四半期連結累計期間   

    (単位：千円) 

   

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高  

 商品及び製品売上高  3,684,395 6,662,917 

（略）  （略） （略） 

 業務委託費  129,891 139,146 

 研究開発費  933  265 

 その他  716,096 648,306 

 販売費及び一般管理費合計  1,557,561 1,592,801 

営業利益  445,689 722,071 

営業外収益  

 受取利息及び配当金  6,105 9,190 

（略）  （略） （略） 

経常利益  450,636 569,193 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額  1,514 -

（略）  （略） （略） 

税金等調整前四半期純利益  337,588 521,345 

法人税、住民税及び事業税  134,344 52,440 

法人税等調整額  34,953 △103,267

法人税等合計  169,297 △50,827

少数株主損益調整前当期純利益  168,290 572,172 

少数株主利益  3,604 5,304 

四半期純利益  164,686 566,868 

 



 

 

 四半期連結包括利益計算書      

  第２四半期連結累計期間      

   (単位：千円)  

   

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

 

少数株主損益調整前当期純利益  168,290 572,172  

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金  7,021 3,564  

 繰延ヘッジ損益  22,650 32,300  

 為替換算調整勘定  △ 7,472 △ 8,548  

 その他の包括利益合計  22,200  27,316  

包括利益  190,491  599,489  

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益  186,886 594,184  

 少数株主に係る包括利益  3,604 5,304  

 

 

 （４）セグメント情報 

（略） 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整

に関する事項） 

                   （単位：千円） 

利益 金額 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

セグメント間取引消去 

のれんの償却額 

報告セグメントに配分していない損益（注） 

その他の調整額 

604,301

△2,050

△422

△18,267

123,581

14,928

四半期連結損益計算書の営業利益 722,071

 

以 上 


