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 （訂正・数値データ訂正） 
平成 26 年 12 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 26 年８月８日に開示いたしました「平成 26年 12月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 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提出いたします。 

 

記 
１． 訂正内容と理由 

 過年度の決算において持分法による投資利益の計算に誤りがあることが判明し、四半期決算

短信の記載内容の一部に訂正すべき事項がありました。その訂正内容と理由につきましては、

平成 27 年 1 月 26 日付「過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知らせ」

に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後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下

線を付しております。 
以上 



 

 

【訂正後】 
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上 場 会 社 名 日本パワーファスニング株式会社 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 ５９５０ ＵＲＬ http://www.jpf-net.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 土肥 智雄 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員管理本部長 (氏名) 小西 良幸 (TEL)06(6442)0951 

四半期報告書提出予定日 平成 26年８月 12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 26年 12月期第２四半期の連結業績（平成 26年１月１日～平成 26年６月 30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 ％ 

26年 12月期第２四半期 4,280 4.7 △5 － △51 － △81 － 

25年 12月期第２四半期 4,088 7.0 2 △96.1 175 292.6  113 274.8 

（注）包括利益  26年 12月期第２四半期 △249百万円（－％）  25年 12月期第２四半期 571百万円（650.7％） 

 
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 

26年 12月期第２四半期 △4.83 － 
25年 12月期第２四半期 6.60 － 

 

（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 12月期第２四半期 12,437 4,606 37.0 
25年 12月期 12,922 5,126 39.7 

（参考）自己資本     26年 12月期第２四半期 4,606百万円  25年 12月期 5,126百万円 
 
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 
25年 12月期 － 0.00 － 10.00 10.00 
26年 12月期 － 0.00    

26年 12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 

25年 12月期の期末配当の内訳 普通配当 5円 00銭 創立 50周年記念配当 5円 00銭 
 
３．平成 26年 12月期の連結業績予想（平成 26年１月１日～平成 26年 12月 31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 8,700 △1.3 △50 － △120 － △160 － △9.61 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

 



 

※ 注記事項 
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 
 新規  － 社 (社名)  、除外  － 社 (社名)  
 
 
（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) 26年 12月期 2Q 18,688,540株 25年 12月期 18,688,540株 

② 期末自己株式数 26年 12月期 2Q 2,043,818株 25年 12月期 1,533,483株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年 12月期 2Q 16,791,204株 25年 12月期 2Q 17,129,614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レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因

によって予想数値と異なる可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「連結業績予想など

の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における日本経済は、政府の経済政策及び日銀の金融緩和政策の効果等を背景とした

企業業績の改善に加え、消費税率引き上げ前の駆け込み需要により回復基調に推移しましたが、４月以降の反動減

により景気は減速感が表れてまいりました。 

 当社グループの業績に関連の深い建築市場におきましても、政府建設投資や民間設備投資の増加はあったものの、

住宅分野における駆け込み需要の変動等により新設住宅着工戸数は前年同期に比べ3.4％減少するなど低調に推移い

たしました。 

 このような経済環境のもと、当社グループは総合ファスニングメーカーとして、作業性、耐久性、耐震性、そし

て環境保全に適合する付加価値の高い製品の開発・販売に取り組むとともに最適生産の追求や生産性の向上等によ

る原価低減活動を推進いたしました。こうした結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,280百万円(前年同期

比4.7％増)と増収となりましたが、営業損益は円安の影響に加え、中国の労務費増加や環境負荷の低減対応等によ

り５百万円の損失(前年同期は利益２百万円）となりました。さらに中国の関連会社(不動産開発)の持分法による投

資利益が前年同期に比べ98百万円減少したことで経常損益は51百万円の損失(前年同期は利益175百万円)、四半期純

損益は81百万円の損失（前年同期は利益113百万円)となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。 

 資産合計は前連結会計年度末に比べ485百万円減少の12,437百万円となりました。これは受取手形及び売掛金の減

少257百万円、有形固定資産の減少225百万円が主な要因であります。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ33百万円増加の7,830百万円となりました。これは長期短期の借入金の増加

315百万円、電子記録債務の増加205百万円並びに支払手形及び買掛金の減少434百万円が主な要因であります。 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べ519百万円減少の4,606百万円となりました。これは四半期純損失81百万円

及び配当金の支出171百万円による利益剰余金の減少並びに為替換算調整勘定の減少158百万円が主な要因でありま

す。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当連結会計年度の通期業績見通しにつきましては、本日（平成26年８月８日）開示いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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。 

【訂正後】
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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25年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,588,729 1,510,136 

受取手形及び売掛金 2,132,532 1,875,072 

電子記録債権 814,526 915,922 

商品及び製品 1,361,204 1,498,083 

仕掛品 367,576 340,025 

原材料及び貯蔵品 694,765 713,300 

その他 370,323 243,639 

貸倒引当金 △3,615 △3,290 

流動資産合計 7,326,043 7,092,889 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,368,698 1,289,248 

機械装置及び運搬具（純額） 1,026,344 972,178 

土地 1,324,253 1,323,063 

その他（純額） 299,572 208,564 

有形固定資産合計 4,018,868 3,793,054 

無形固定資産 199,201 174,848 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,244,539 1,235,729 

その他 156,859 162,266 

貸倒引当金 △22,903 △21,673 

投資その他の資産合計 1,378,494 1,376,322 

固定資産合計 5,596,565 5,344,225 

資産合計 12,922,608 12,437,115 

【訂正後】

ー3ー



日本パワーファスニング株式会社（5950）平成 26年 12月期 第２四半期決算短信 
 

 

 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,270,839 836,235 

電子記録債務 356,715 561,895 

短期借入金 1,516,010 1,001,028 

1年内返済予定の長期借入金 1,237,867 1,531,231 

未払法人税等 39,782 15,763 

賞与引当金 10,349 5,304 

その他 495,582 538,946 

流動負債合計 4,927,147 4,490,405 

固定負債   

長期借入金 2,319,658 2,856,697 

退職給付引当金 21,137 21,137 

その他 528,519 462,034 

固定負債合計 2,869,314 3,339,870 

負債合計 7,796,462 7,830,275 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,550,000 2,550,000 

資本剰余金 1,637,329 1,637,329 

利益剰余金 545,621 292,893 

自己株式 △230,150 △328,125 

株主資本合計 4,502,800 4,152,097 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 48,337 48,932 

繰延ヘッジ損益 10,241 △496 

土地再評価差額金 15,575 15,575 

為替換算調整勘定 549,190 390,731 

その他の包括利益累計額合計 623,344 454,742 

純資産合計 5,126,145 4,606,840 

負債純資産合計 12,922,608 12,437,115 

【訂正後】
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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 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

売上高 4,088,173 4,280,340 

売上原価 3,140,276 3,318,366 

売上総利益 947,897 961,974 

販売費及び一般管理費 945,553 967,627 

営業利益又は営業損失（△） 2,343 △5,653 

営業外収益   

受取利息 917 6,455 

受取配当金 9,124 9,668 

持分法による投資利益 132,692 34,086 

その他 85,129 25,990 

営業外収益合計 227,863 76,200 

営業外費用   

支払利息 36,208 40,272 

為替差損 9,619 37,363 

その他 9,131 44,776 

営業外費用合計 54,959 122,412 

経常利益又は経常損失（△） 175,248 △51,865 

特別損失   

減損損失 1,190 1,190 

特別損失合計 1,190 1,190 

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（△） 
174,058 △53,055 

法人税等 15,661 28,121 

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（△） 
158,396 △81,177 

少数株主利益 45,363 - 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 113,033 △81,177 

【訂正後】
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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 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年６月30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（△） 
158,396 △81,177 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 56,792 595 

繰延ヘッジ損益 686 △10,738 

為替換算調整勘定 320,544 △141,675 

持分法適用会社に対する持分相当額 35,171 △16,783 

その他の包括利益合計 413,194 △168,601 

四半期包括利益 571,591 △249,778 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 444,847 △249,778 

少数株主に係る四半期包括利益 126,743 - 

【訂正後】
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

  該当事項はありません。 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 当社は、平成26年２月21日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、普通株式508千株を

97,536千円で取得しました。当該取引等の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は328,125千円

となっております。 

 

【訂正後】
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上 場 会 社 名 日本パワーファスニング株式会社 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 ５９５０ ＵＲＬ http://www.jpf-net.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 土肥 智雄 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員管理本部長 (氏名) 小西 良幸 (TEL)06(6442)0951 

四半期報告書提出予定日 平成 26年８月 12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 26年 12月期第２四半期の連結業績（平成 26年１月１日～平成 26年６月 30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 ％ 

26年 12月期第２四半期 4,280 4.7 △5 － △71 －  △101 － 

25年 12月期第２四半期 4,088 7.0 2 △96.1 175 292.6  113 274.8 

（注）包括利益  26年 12月期第２四半期 △260百万円（－％）  25年 12月期第２四半期 571百万円（650.7％） 

 
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 

26年 12月期第２四半期 △6.02 － 
25年 12月期第２四半期 6.60 － 

 

（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 12月期第２四半期 12,281 4,450 36.2 
25年 12月期 12,777 4,980 39.0 

（参考）自己資本     26年 12月期第２四半期 4,450百万円  25年 12月期 4,980百万円 
 
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 
25年 12月期 － 0.00 － 10.00 10.00 
26年 12月期 － 0.00    

26年 12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 

25年 12月期の期末配当の内訳 普通配当 5円 00銭 創立 50周年記念配当 5円 00銭 
 
３．平成 26年 12月期の連結業績予想（平成 26年１月１日～平成 26年 12月 31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 8,700 △1.3 △50 － △120 － △160 － △9.61 

（注）直近に公表されてい業績予想からの修正の有無 ： 有 

 



 

※ 注記事項 
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 
 新規  － 社 (社名)  、除外  － 社 (社名)  
 
 
（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) 26年 12月期 2Q 18,688,540株 25年 12月期 18,688,540株 

② 期末自己株式数 26年 12月期 2Q 2,043,818株 25年 12月期 1,533,483株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年 12月期 2Q 16,791,204株 25年 12月期 2Q 17,129,614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レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因

によって予想数値と異なる可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「連結業績予想など

の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における日本経済は、政府の経済政策及び日銀の金融緩和政策の効果等を背景とした

企業業績の改善に加え、消費税率引き上げ前の駆け込み需要により回復基調に推移しましたが、４月以降の反動減

により景気は減速感が表れてまいりました。 

 当社グループの業績に関連の深い建築市場におきましても、政府建設投資や民間設備投資の増加はあったものの、

住宅分野における駆け込み需要の変動等により新設住宅着工戸数は前年同期に比べ3.4％減少するなど低調に推移い

たしました。 

 このような経済環境のもと、当社グループは総合ファスニングメーカーとして、作業性、耐久性、耐震性、そし

て環境保全に適合する付加価値の高い製品の開発・販売に取り組むとともに最適生産の追求や生産性の向上等によ

る原価低減活動を推進いたしました。こうした結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,280百万円(前年同期

比4.7％増)と増収となりましたが、営業損益は円安の影響に加え、中国の労務費増加や環境負荷の低減対応等によ

り５百万円の損失(前年同期は利益２百万円）となりました。さらに中国の関連会社(不動産開発)の持分法による投

資利益が前年同期に比べ118百万円減少したことで経常損益は71百万円の損失(前年同期は利益175百万円)、四半期

純損益は101百万円の損失（前年同期は利益113百万円)となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。 

 資産合計は前連結会計年度末に比べ496百万円減少の12,281百万円となりました。これは受取手形及び売掛金の減

少257百万円、有形固定資産の減少225百万円が主な要因であります。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ33百万円増加の7,830百万円となりました。これは長期短期の借入金の増加

315百万円、電子記録債務の増加205百万円並びに支払手形及び買掛金の減少434百万円が主な要因であります。 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べ530百万円減少の4,450百万円となりました。これは四半期純損失101百万円

及び配当金の支出171百万円による利益剰余金の減少並びに為替換算調整勘定の減少149百万円が主な要因でありま

す。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当連結会計年度の通期業績見通しにつきましては、本日（平成26年８月８日）開示いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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。 

【訂正前】
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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25年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,588,729 1,510,136 

受取手形及び売掛金 2,132,532 1,875,072 

電子記録債権 814,526 915,922 

商品及び製品 1,361,204 1,498,083 

仕掛品 367,576 340,025 

原材料及び貯蔵品 694,765 713,300 

その他 370,323 243,639 

貸倒引当金 △3,615 △3,290 

流動資産合計 7,326,043 7,092,889 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,368,698 1,289,248 

機械装置及び運搬具（純額） 1,026,344 972,178 

土地 1,324,253 1,323,063 

その他（純額） 299,572 208,564 

有形固定資産合計 4,018,868 3,793,054 

無形固定資産 199,201 174,848 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,099,269 1,079,614 

その他 156,859 162,266 

貸倒引当金 △22,903 △21,673 

投資その他の資産合計 1,233,224 1,220,207 

固定資産合計 5,451,295 5,188,111 

資産合計 12,777,338 12,281,000 

【訂正前】
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,270,839 836,235 

電子記録債務 356,715 561,895 

短期借入金 1,516,010 1,001,028 

1年内返済予定の長期借入金 1,237,867 1,531,231 

未払法人税等 39,782 15,763 

賞与引当金 10,349 5,304 

その他 495,582 538,946 

流動負債合計 4,927,147 4,490,405 

固定負債   

長期借入金 2,319,658 2,856,697 

退職給付引当金 21,137 21,137 

その他 528,519 462,034 

固定負債合計 2,869,314 3,339,870 

負債合計 7,796,462 7,830,275 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,550,000 2,550,000 

資本剰余金 1,637,329 1,637,329 

利益剰余金 411,983 139,419 

自己株式 △230,150 △328,125 

株主資本合計 4,369,162 3,998,623 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 48,337 48,932 

繰延ヘッジ損益 10,241 △496 

土地再評価差額金 15,575 15,575 

為替換算調整勘定 537,559 388,090 

その他の包括利益累計額合計 611,712 452,101 

純資産合計 4,980,875 4,450,725 

負債純資産合計 12,777,338 12,281,000 

【訂正前】
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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 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

売上高 4,088,173 4,280,340 

売上原価 3,140,276 3,318,366 

売上総利益 947,897 961,974 

販売費及び一般管理費 945,553 967,627 

営業利益又は営業損失（△） 2,343 △5,653 

営業外収益   

受取利息 917 6,455 

受取配当金 9,124 9,668 

持分法による投資利益 132,692 14,250 

その他 85,129 25,990 

営業外収益合計 227,863 56,364 

営業外費用   

支払利息 36,208 40,272 

為替差損 9,619 37,363 

その他 9,131 44,776 

営業外費用合計 54,959 122,412 

経常利益又は経常損失（△） 175,248 △71,701 

特別損失   

減損損失 1,190 1,190 

特別損失合計 1,190 1,190 

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（△） 
174,058 △72,891 

法人税等 15,661 28,121 

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（△） 
158,396 △101,012 

少数株主利益 45,363 - 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 113,033 △101,012 

【訂正前】
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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 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年６月30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（△） 
158,396 △101,012 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 56,792 595 

繰延ヘッジ損益 686 △10,738 

為替換算調整勘定 320,544 △141,675 

持分法適用会社に対する持分相当額 35,171 △7,792 

その他の包括利益合計 413,194 △159,611 

四半期包括利益 571,591 △260,624 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 444,847 △260,624 

少数株主に係る四半期包括利益 126,743 - 

【訂正前】
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

  該当事項はありません。 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 当社は、平成26年２月21日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、普通株式508千株を

97,536千円で取得しました。当該取引等の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は328,125千円

となっております。 

 

  

【訂正前】
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