
 

 

 

2014 年５⽉９⽇ 
各 位 

本社所在地 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕四丁⽬ 23 番 5 号
上場会社名 株 式 会 社 サ ニ ー サ イ ド ア ッ プ
代 表 者 代 表 取 締 役 社 ⻑ 次 原 悦 ⼦

 (コード番号：2180)
問 合 せ 先 執⾏役員グループ管

理 本 部 本 部 ⻑ 相 ⽥  俊 充

電 話 番 号 03-6894-3233 
 
（訂正・数値データ訂正）「平成 26 年６⽉期 第２四半期決算短信〔⽇本基準〕（連結）」の

⼀部訂正に関するお知らせ 
当社は、平成 26 年２⽉５⽇に発表いたしました「平成 26 年６⽉期 第２四半期決算短信〔⽇本基準〕（連結）」の⼀部に

ついて訂正がありましたので下記のとおりお知らせいたします。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。訂正箇所は 下線 を付して表⽰しております。 

記 
 
１． 訂正箇所 

サマリー情報 １ページ 
（訂正前） 
1．平成 26 年６⽉期第２四半期の連結業績（平成 25 年７⽉１⽇〜平成 25 年 12 ⽉ 31 ⽇） 

  （１）連結経営成績（累計） 
    （注）包括利益 26 年６⽉期第２四半期 △88 百万円（－％） 
 
  （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 ％ 

26 年６⽉期第２四半期 4,988 1,880 36.7 

25 年６⽉期 4,751 1,949 38.4 

  （参考）⾃⼰資本  26 年６⽉期第２四半期 1,829 百万円 25 年６⽉期 1,822 百万円 
 
  （訂正後） 

  1．平成 26 年６⽉期第２四半期の連結業績（平成 25 年７⽉１⽇〜平成 25 年 12 ⽉ 31 ⽇） 
  （１）連結経営成績（累計） 
    （注）包括利益 26 年６⽉期第２四半期 △４百万円（－％） 
 
  （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 ％ 

26 年６⽉期第２四半期 4,988 1,880 35.9 

25 年６⽉期 4,751 1,949 38.4 

  （参考）⾃⼰資本  26 年６⽉期第２四半期 1,788 百万円 25 年６⽉期 1,822 百万円 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  添付資料 ５ページ 
   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25年6⽉30⽇) 

当第2四半期連結会計期間 
(平成25年12⽉31⽇) 

（省略）          
純資産の部     

株主資本     
資本⾦ 451,993 452,244 

資本剰余⾦ 512,593 513,344 

利益剰余⾦ 835,195 858,100 

⾃⼰株式 － △106 

株主資本合計 1,799,782 1,824,083 

その他の包括利益累計額     
その他有価証券評価差額⾦ 2,039 2,781 

為替換算調整勘定 21,102 2,676 

その他の包括利益累計額合計 23,141 5,457 

少数株主持分 126,360 50,498 

純資産合計 1,949,284 1,880,039 

負債純資産合計 4,751,074 4,988,116 

  
  （訂正後）  
  （単位：千円）  

  前連結会計年度 
(平成25年6⽉30⽇) 

当第2四半期連結会計期間 
(平成25年12⽉31⽇) 

（省略）          
純資産の部     

株主資本     
資本⾦ 451,993 452,744 

資本剰余⾦ 512,593 513,344 

利益剰余⾦ 835,195 816,619 

⾃⼰株式 － △106 

株主資本合計 1,799,782 1,782,602 

その他の包括利益累計額     
その他有価証券評価差額⾦ 2,039 2,781 

為替換算調整勘定 21,102 2,676 

その他の包括利益累計額合計 23,141 5,457 

少数株主持分 126,360 91,979 

純資産合計 1,949,284 1,880,039 

負債純資産合計 4,751,074 4,988,116 

 



 

 

 添付資料 ７ページ 
   ３．四半期連結財務諸表 
   （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 
    （四半期連結包括利益計算書） 
     （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24年７⽉１⽇ 

   ⾄ 平成24年12⽉31⽇) 

当第２四半期連結累計期間 
（⾃ 平成25年７⽉１⽇ 

   ⾄ 平成25年12⽉31⽇) 
少数株主損益調整前四半期純利益⼜は少
数株主調整前四半期純損失(△)  390,688 △60,807 

その他の包括利益     
その他有価証券評価差額⾦ △1  741 

為替換算調整勘定 10,158 △28,632 

その他の包括利益合計 10,157 △27,890 

四半期包括利益 400,846 △88,697 

(内訳)     
親会社株主に係る四半期包括利益   375,053   △2,406 

少数株主に係る四半期包括利益   25,792   △86,291 
  
（訂正後） 

  （単位：千円）  

  
前第２四半期連結累計期間 
（⾃ 平成24年７⽉１⽇ 

    ⾄ 平成24年12⽉31⽇) 

当第２四半期連結累計期間 
（⾃ 平成25年７⽉１⽇ 

    ⾄ 平成25年12⽉31⽇) 
少数株主損益調整前四半期純利益⼜は少
数株主調整前四半期純損失(△)  390,688 △60,807 

その他の包括利益     
その他有価証券評価差額⾦ △1  741 

為替換算調整勘定 10,158 △28,632 

持分変動差額    -   84,655 

その他の包括利益合計 10,157 56,765 

四半期包括利益 400,846 △4,041 

(内訳)     
親会社株主に係る四半期包括利益   375,053   40,768 

少数株主に係る四半期包括利益   25,792   △44,810 
  
２．訂正の理由 

記載の誤りによるものであります。 
以上 

 
 

（本件に関するお問合せ先） 
株式会社サニーサイドアップ グループ管理本部 広報 IR 部 TEL 03-6894-3233 


