
  

平成 26 年 10 月 31 日 
各  位 

会 社 名 マ ル マ ン 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 出山 泰弘 

       （コード番号：７８３４） 

問合せ先 専務取締役経営管理本部長 盧 康九 

（ＴＥＬ：０３－３５２６－９９７０） 

 

（訂正）平成 24 年 9 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）の訂正に関するお知らせ 

 

 平成 24 年 5 月 10 日に開示いたしました「平成 24 年 9 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

の一部を訂正しましたのでお知らせいたします。 
 
1． 訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、平成 26 年 10 月 27 日付「過年度有価証券報告書、決算短信等

の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。 
 
2． 訂正箇所 

 訂正箇所が多数に及ぶことから訂正前及び訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には  線

を付して表示しております。 
     



【訂正後】 

  

平成24年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成24年５月10日

上場会社名 マルマン（株） 上場取引所 大

コード番号 7834 ＵＲＬ http://www.maruman.co.jp/

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）大隅 宏昭 

問合せ先責任者 （役職名） 経営管理部長 （氏名）中村 修 ＴＥＬ 03-3526-9970 

四半期報告書提出予定日 平成24年５月15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     
  
  
  （百万円未満切捨て）

１．平成24年９月期第２四半期の連結業績（平成23年10月１日～平成24年３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９月期第２四半期 3,274 △1.5 19 △83.0 1 △98.3 △87 －

23年９月期第２四半期 3,326 △11.0 115 △61.0 76 △76.4 37 △91.1
  
（注）包括利益 24年９月期第２四半期 △78百万円（－％）  23年９月期第２四半期 31百万円（－％） 
  

  
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９月期第２四半期 △8.20 －

23年９月期第２四半期 3.50 －

  

（２）連結財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

24年９月期第２四半期 7,340 2,625 35.8 247.10

23年９月期 7,052 2,703 38.3 254.47
  
（参考）自己資本 24年９月期第２四半期 2,625百万円  23年９月期 2,703百万円
  

２．配当の状況 

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９月期 － 0.00 － 0.00 0.00 
24年９月期 － 0.00       

24年９月期（予想）   － 5.00 5.00   
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無
  

３．平成24年９月期の連結業績予想（平成23年10月１日～平成24年９月30日） 

    （％表示は、対前期増減率）

  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 7,130 3.7 375 5.6 210 △33.8 124 190.0 11.67
  
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無
  



４．その他 

（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 

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

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年９月期２Ｑ 10,625,000株 23年９月期 10,625,000株

② 期末自己株式数 24年９月期２Ｑ 254株 23年９月期 254株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年９月期２Ｑ 10,624,746株 23年９月期２Ｑ 10,624,816株

  
  

※ 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。 
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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 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災後の厳しい経済状況を脱し、回復の兆しがみら

れる一方で、欧州の財政危機による世界経済への懸念や株価の低迷及び円高の長期化など、景気の先行きは依然不

透明な状態が続いております。 

 当社グループが属するスポーツ・レジャー用品及び健康食品業界においては、消費者の節約志向が強く表れ、市

場の低迷が続いた結果、流通在庫の過剰化が進み低価格競争が激化するなど、厳しい経営環境下にあります。 

 このような状況の下、当社グループは、当第２四半期に発売したゴルフ関連新商品のプロモーション活動と小売

店店頭への設置を強化し、また全国での試打会を通じて直接ユーザーへの認知拡大を行ってまいりました。 

 健康食品関連では、全体として市場が低調な中で、好調なダイエット系商品の分野で新商品を追加発売するなど

販売を強化し、全体の売上の維持に努めました。  

 しかし、東日本大震災以降、ゴルフ場運営事業が低迷したことに加え、ゴルフ関連新商品の発売に伴う流通在庫

の整理を行ったことでコスト負担が増加しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高32億７千４百万円（前年同四半期比1.5％減）、営業

利益は1千９百万円（前年同四半期比83.0％減）、経常利益は１百万円（前年同四半期比98.3％減）、四半期純損

失は８千７百万円（前年同四半期は、四半期純利益３千７百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ２億８千７百万円増加し、73億４千万

円となりました。これは主に繰延税金資産（短期及び長期）が７千１百万円の減少に対し、商品及び製品の増加が

２億５百万円、現金及び預金の増加が１億８千８百万円あったことなどによるものであります。  

 負債は前連結会計年度末に比べ３億６千６百万円増加し、47億１千４百万円となりました。これは主に短期及び

長期借入金の合計が５千１百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が４億２千６百万円増加したことなどによ

るものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ７千８百万円減少し、26億２千５百万円となりました。これは主に四半期純損

失８千７百万円の計上などによるものであります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年９月期通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月11日公表の数値から変更はありません。    

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   
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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９月30日） 
当第２四半期連結会計期間
（平成24年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 653,165 841,663

  受取手形及び売掛金 2,082,120 2,067,462

  商品及び製品 793,453 998,973

  仕掛品 61,649 59,772

  原材料及び貯蔵品 863,651 855,229

  繰延税金資産 308,188 145,050

  その他 301,214 167,081

  貸倒引当金 △116,013 △112,081

  流動資産合計 4,947,429 5,023,152

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 262,595 260,112

   土地 764,786 764,786

   その他（純額） 115,368 105,008

   有形固定資産合計 1,142,750 1,129,907

  無形固定資産 22,089 18,707

  投資その他の資産 

   投資有価証券 698,289 669,634

   繰延税金資産 141,378 232,908

   その他 167,317 335,194

   貸倒引当金 △66,883 △69,140

   投資その他の資産合計 940,101 1,168,596

  固定資産合計 2,104,941 2,317,212

 資産合計 7,052,370 7,340,364
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（単位：千円）

前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
      

（平成23年９月30日） （平成24年３月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 935,721 1,362,702

  短期借入金 1,448,235 1,482,620

  リース債務 4,031 4,031

  未払法人税等 19,607 12,586

  賞与引当金 19,126 －

  返品調整引当金 43,622 63,215

  その他 329,529 349,185

  流動負債合計 2,799,873 3,274,341

 固定負債 

  長期借入金 1,401,605 1,315,295

  製品保証引当金 27,672 25,773

  リース債務 7,726 5,710

  資産除去債務 8,736 8,759

  その他 103,082 85,104

  固定負債合計 1,548,823 1,440,643

 負債合計 4,348,696 4,714,984

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,046,500 1,046,500

  資本剰余金 612,137 612,137

  利益剰余金 1,328,924 1,241,835

  自己株式 △140 △140

2,900,332  株主資本合計 2,987,421

 その他の包括利益累計額 

  繰延ヘッジ損益 △144,554 △98,370

  為替換算調整勘定 △139,193 △176,583

  その他の包括利益累計額合計 △283,747 △274,953

 純資産合計 2,703,673 2,625,379

負債純資産合計 7,052,370 7,340,364
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（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 当第２四半期連結累計期間
    （自 平成22年10月１日 （自 平成23年10月１日 

至 平成23年３月31日） 至 平成24年３月31日）

売上高 3,326,428 3,274,972

売上原価 1,870,459 1,967,197

売上総利益 1,455,969 1,307,775

販売費及び一般管理費 1,340,444 1,288,078

営業利益 115,524 19,696

営業外収益 

 受取利息 4,511 4,601

 為替差益 － 6,151

 負ののれん償却額 17,978 17,978

 持分法による投資利益 43,646 13,652

 その他 17,877 15,859

 営業外収益合計 84,013 58,243

営業外費用 

 支払利息 76,155 65,952

 為替差損 17,463 －

 投資有価証券評価損 16,058 －

 その他 13,068 10,668

 営業外費用合計 122,746 76,621

経常利益 76,791 1,319

特別利益 

 賞与引当金戻入額 34,843 －

 その他 5 －

 特別利益合計 34,848 －

特別損失 

 固定資産除却損 939 1,966

 減損損失 9,234 －

 訴訟損失引当金繰入額 6,239 －

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,077 －

 会員権評価損 － 9,000

 その他 4,900 －

 特別損失合計 29,390 10,966

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
82,249 △9,647

法人税、住民税及び事業税 7,006 5,833

法人税等調整額 38,001 71,608

法人税等合計 45,007 77,441

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△87,08837,241

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,241 △87,088
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（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 当第２四半期連結累計期間
    （自 平成22年10月１日 （自 平成23年10月１日 

至 平成23年３月31日） 至 平成24年３月31日）

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△87,08837,241

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △10,451 －

 繰延ヘッジ損益 3,587 46,183

 為替換算調整勘定 1,040 △37,389

 その他の包括利益合計 △5,822 8,794

四半期包括利益 31,418 △78,294

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 31,418 △78,294

 少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。   

   

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。   
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【訂正前】 

  

平成24年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成24年５月10日

上場会社名 マルマン（株） 上場取引所 大

コード番号 7834 ＵＲＬ http://www.maruman.co.jp/

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）大隅 宏昭 

問合せ先責任者 （役職名） 経営管理部長 （氏名）中村 修 ＴＥＬ 03-3526-9970 

四半期報告書提出予定日 平成24年５月15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     
  
  
  （百万円未満切捨て）

１．平成24年９月期第２四半期の連結業績（平成23年10月１日～平成24年３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９月期第２四半期 3,274 △1.5 19 △83.0 1 △98.3 △39 －

23年９月期第２四半期 3,326 △11.0 115 △61.0 76 △76.4 37 △91.1
  
（注）包括利益 24年９月期第２四半期 △30百万円（－％） （－％）  23年９月期第２四半期 31百万円

  

潜在株式調整後 
１株当たり 

１株当たり   
四半期純利益 

四半期純利益 

  円 銭 円 銭

24年９月期第２四半期 △3.74 －

23年９月期第２四半期 3.50 －

  

（２）連結財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

24年９月期第２四半期 7,387 2,672 36.2 251.56

23年９月期 7,052 2,703 38.3 254.47
  

2,672百万円（参考）自己資本 24年９月期第２四半期   23年９月期 2,703百万円
  

２．配当の状況 

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９月期 － 0.00 0.00 － 0.00

24年９月期 －       0.00

24年９月期（予想）   5.00 － 5.00  
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無
  

３．平成24年９月期の連結業績予想（平成23年10月１日～平成24年９月30日） 

    （％表示は、対前期増減率）

１株当たり 
  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,130 3.7 375 5.6 210 △33.8 124 190.0 11.67
  
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無
  



４．その他 

（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 

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

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年９月期２Ｑ 10,625,000株 23年９月期 10,625,000株

② 期末自己株式数 24年９月期２Ｑ 254株 23年９月期 254株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年９月期２Ｑ 10,624,746株 23年９月期２Ｑ 10,624,816株

  
  

※ 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。 
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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 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災後の厳しい経済状況を脱し、回復の兆しがみら

れる一方で、欧州の財政危機による世界経済への懸念や株価の低迷及び円高の長期化など、景気の先行きは依然不

透明な状態が続いております。 

 当社グループが属するスポーツ・レジャー用品及び健康食品業界においては、消費者の節約志向が強く表れ、市

場の低迷が続いた結果、流通在庫の過剰化が進み低価格競争が激化するなど、厳しい経営環境下にあります。 

 このような状況の下、当社グループは、当第２四半期に発売したゴルフ関連新商品のプロモーション活動と小売

店店頭への設置を強化し、また全国での試打会を通じて直接ユーザーへの認知拡大を行ってまいりました。 

 健康食品関連では、全体として市場が低調な中で、好調なダイエット系商品の分野で新商品を追加発売するなど

販売を強化し、全体の売上の維持に努めました。  

 しかし、東日本大震災以降、ゴルフ場運営事業が低迷したことに加え、ゴルフ関連新商品の発売に伴う流通在庫

の整理を行ったことでコスト負担が増加しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高32億７千４百万円（前年同四半期比1.5％減）、営業

利益は1千９百万円（前年同四半期比83.0％減）、経常利益は１百万円（前年同四半期比98.3％減）、四半期純損

失は３千９百万円（前年同四半期は、四半期純利益３千７百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ３億３千５百万円増加し、73億８千７

百万円となりました。これは主に商品及び製品の増加が２億５百万円、現金及び預金の増加が１億８千８百万円あ

ったことなどによるものであります。  

 負債は前連結会計年度末に比べ３億６千６百万円増加し、47億１千４百万円となりました。これは主に短期及び

長期借入金の合計が５千１百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が４億２千６百万円増加したことなどによ

るものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ３千万円減少し、26億７千２百万円となりました。これは主に四半期純損失３

千９百万円の計上などによるものであります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年９月期通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月11日公表の数値から変更はありません。    

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   
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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 当第２四半期連結会計期間
        

（平成23年９月30日） （平成24年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 653,165 841,663

  受取手形及び売掛金 2,082,120 2,067,462

  商品及び製品 793,453 998,973

  仕掛品 61,649 59,772

  原材料及び貯蔵品 863,651 855,229

  繰延税金資産 308,188 160,550

  その他 301,214 167,081

  貸倒引当金 △116,013 △112,081

5,038,652  流動資産合計 4,947,429

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 262,595 260,112

   土地 764,786 764,786

   その他（純額） 115,368 105,008

   有形固定資産合計 1,142,750 1,129,907

  無形固定資産 22,089 18,707

  投資その他の資産 

   投資有価証券 698,289 669,634

   繰延税金資産 141,378 264,758

   その他 167,317 335,194

   貸倒引当金 △66,883 △69,140

1,200,446   投資その他の資産合計 940,101

  固定資産合計 2,104,941 2,349,062

 資産合計 7,052,370 7,387,714
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（単位：千円）

前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
      

（平成23年９月30日） （平成24年３月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 935,721 1,362,702

  短期借入金 1,448,235 1,482,620

  リース債務 4,031 4,031

  未払法人税等 19,607 12,586

  賞与引当金 19,126 －

  返品調整引当金 43,622 63,215

  その他 329,529 349,185

  流動負債合計 2,799,873 3,274,341

 固定負債 

  長期借入金 1,401,605 1,315,295

  製品保証引当金 27,672 25,773

  リース債務 7,726 5,710

  資産除去債務 8,736 8,759

  その他 103,082 85,104

  固定負債合計 1,548,823 1,440,643

 負債合計 4,348,696 4,714,984

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,046,500 1,046,500

  資本剰余金 612,137 612,137

  利益剰余金 1,328,924 1,289,185

  自己株式 △140 △140

2,947,683  株主資本合計 2,987,421

 その他の包括利益累計額 

  繰延ヘッジ損益 △144,554 △98,370

  為替換算調整勘定 △139,193 △176,583

  その他の包括利益累計額合計 △283,747 △274,953

 純資産合計 2,703,673 2,672,729

負債純資産合計 7,052,370 7,387,714
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（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 当第２四半期連結累計期間
    （自 平成22年10月１日 （自 平成23年10月１日 

至 平成23年３月31日） 至 平成24年３月31日）

売上高 3,326,428 3,274,972

売上原価 1,870,459 1,967,197

売上総利益 1,455,969 1,307,775

販売費及び一般管理費 1,340,444 1,288,078

営業利益 115,524 19,696

営業外収益 

 受取利息 4,511 4,601

 為替差益 － 6,151

 負ののれん償却額 17,978 17,978

 持分法による投資利益 43,646 13,652

 その他 17,877 15,859

 営業外収益合計 84,013 58,243

営業外費用 

 支払利息 76,155 65,952

 為替差損 17,463 －

 投資有価証券評価損 16,058 －

 その他 13,068 10,668

 営業外費用合計 122,746 76,621

経常利益 76,791 1,319

特別利益 

 賞与引当金戻入額 34,843 －

 その他 5 －

 特別利益合計 34,848 －

特別損失 

 固定資産除却損 939 1,966

 減損損失 9,234 －

 訴訟損失引当金繰入額 6,239 －

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,077 －

 会員権評価損 － 9,000

 その他 4,900 －

 特別損失合計 29,390 10,966

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
82,249 △9,647

法人税、住民税及び事業税 7,006 5,833

法人税等調整額 38,001 24,258

法人税等合計 45,007 30,091

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△39,73837,241

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,241 △39,738
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（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 当第２四半期連結累計期間
    （自 平成22年10月１日 （自 平成23年10月１日 

至 平成23年３月31日） 至 平成24年３月31日）

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△39,73837,241

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △10,451 －

 繰延ヘッジ損益 3,587 46,183

 為替換算調整勘定 1,040 △37,389

 その他の包括利益合計 △5,822 8,794

四半期包括利益 31,418 △30,944

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 31,418 △30,944

 少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。   

   

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。   
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