
平成27年２月６日

各 位 

  

(訂正)「平成24年３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 

  

  

 当社は、平成27年１月30日付「第三者委員会の調査結果および当社独自の調査結果をふまえた過年度業

績への予想される影響額に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、過年度決算短信の訂正作業を進め

てまいりました。 

 このたび、平成23年8月15日付「平成24年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正作

業が完了しましたので、訂正内容についてお知らせいたします。  

 なお、訂正箇所が多数に及ぶため、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＿を付し

て表示しております。 

  

以 上

  
 

 

 

会 社 名 株式会社ＳＪＩ

代表者名 代表取締役会長兼社長 石濱 人樹

(ＪＡＳＤＡＱ・コード2315)

問合せ先 財務経理本部長 山本 豊

TEL.03-5769-8200（代表）
 



  

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 

  

  

  

  

  

  

  

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

(訂正後)
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(百万円未満切捨て)
 

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第１四半期 3,432 △6.8 △118 ― △230 ― △1,785 ―

23年３月期第１四半期 3,681 △18.2 △173 ― △329 ― △374 ―
 

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △1,870百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △533百万円(―％)
 

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３月期第１四半期 △2,490 37 ―

23年３月期第１四半期 △522 51 ―
 

（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 ％

24年３月期第１四半期 21,516 9,318 37.0

23年３月期 22,607 11,332 44.0
 

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 7,958百万円 23年３月期 9,942百万円
 

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３月期 ― 0 00 ― 200 00 200 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 0 00 ― 200 00 200 00
 

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

 

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

第２四半期(累計) 7,388 △5.9 196 252.4 380 ― 198 ― 276 20

通期 17,000 △4.5 790 15.0 1,145 40.3 770 ― 1,074 11
 



 

  

  

・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連結財務諸表のレビュー手続は終了しており

ます。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付

資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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３月期１Ｑ 718,799株 23年３月期 718,799株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 1,929株 23年３月期 1,929株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 716,870株 23年３月期１Ｑ 716,870株
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災に伴う電力供給不足や放射能汚染等
による社会的不安の影響により、引き続き先行き不透明な状況となっております。情報サービス産業に
おいては、顧客企業等によるＩＴ投資に対する慎重な姿勢が続いており、当社グループを取り巻く事業
環境は依然として厳しい状況が継続しております。 
一方、当社が事業展開する中国経済は、内需の拡大と外需の持ち直しにより依然拡大傾向にあるもの

の、原材料価格と賃金の急激な上昇による企業のコスト負担は増加してきており、経済成長率はやや緩
やかになってきております。 
このような状況のもと、当社グループは、日本国内では前会計期間から実施しております固定費削減

施策をはじめとした収益構造の改革を継続しております。一方、中国では主要株主である神州数碼（デ
ジタルチャイナ）グループとの事業連携も視野に入れた中国国内市場での事業規模拡大のための部門を
新設しました。また、スケールメリットによる収益拡大のための事業再編についても継続的な検討を進
めております。 
以上により、当第１四半期連結会計期間における売上高は3,432百万円（前第１四半期比6.8％減）、

営業損失は118百万円（前第１四半期 営業損失173百万円）、円高による為替差損132百万円の影響か
ら経常損失は230百万円（前第１四半期 経常損失329百万円）、四半期純損失は1,785百万円（前第１
四半期 四半期純損失374百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は21,516百万円（前連結会計年度比4.8％減）となりま
した。これは主に前渡金が1,150百万円減少したことなどによるものであります。 
 当第１四半期連結会計期間末における負債は12,198百万円（前連結会計年度比8.2％増）となりまし
た。これは主に短期借入金が1,501百万円増加したことなどによるものであります。 
 当第１四半期連結会計期間末における純資産は9,318百万円(前連結会計年度比17.8％減)となりまし
た。これは主に配当金の支払や四半期純損失の計上などにより利益剰余金が1,928百万円減少したこと
などによるものであります。 

  

平成24年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月16日
付「平成23年３月期決算短信」で発表した予想より変更はありません。 
  

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報



 

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上
の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４
日）を適用しております。  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報



 

該当事項はありません。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,143,367 3,283,834 

受取手形及び売掛金 4,499,510 3,790,815 

商品及び製品 762,807 930,438 

仕掛品 55,110 280,521 

前渡金 4,001,902 4,382,224 

その他 3,990,176 4,342,185 

貸倒引当金 △346,618 △348,478 

流動資産合計 16,106,256 16,661,540 

固定資産   

有形固定資産 256,794 255,319 

無形固定資産   

のれん 826,603 801,309 

その他 404,099 387,978 

無形固定資産合計 1,230,702 1,189,288 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,379,823 3,354,829 

投資不動産（純額） 1,911,204 1,869,379 

その他 838,113 817,545 

貸倒引当金 △156,242 △152,075 

投資その他の資産合計 5,972,899 5,889,679 

固定資産合計 7,460,396 7,334,287 

資産合計 23,566,652 23,995,828 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,332,422 1,395,176 

短期借入金 5,298,820 6,800,601 

1年内返済予定の長期借入金 1,017,205 938,511 

未払法人税等 153,331 81,158 

賞与引当金 231,974 72,037 

役員賞与引当金 48,593 54,843 

その他 1,211,904 1,084,997 

流動負債合計 9,294,250 10,427,327 

固定負債   

長期借入金 1,899,615 1,694,533 

その他 82,000 77,351 

固定負債合計 1,981,615 1,771,884 

負債合計 11,275,865 12,199,211 



 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,843,601 2,843,601 

資本剰余金 7,678,754 7,678,754 

利益剰余金 1,334,884 925,441 

自己株式 △88,942 △88,942 

株主資本合計 11,768,297 11,358,854 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,987 △1,443 

繰延ヘッジ損益 △5,345 △4,445 

為替換算調整勘定 △864,656 △916,322 

その他の包括利益累計額合計 △867,014 △922,211 

少数株主持分 1,389,504 1,359,973 

純資産合計 12,290,787 11,796,617 

負債純資産合計 23,566,652 23,995,828 



（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１四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,681,099 3,446,589 

売上原価 3,150,333 2,834,434 

売上総利益 530,765 612,154 

販売費及び一般管理費 704,117 716,348 

営業損失（△） △173,351 △104,194 

営業外収益   

受取利息 17,999 11,533 

受取配当金 611 1,660 

持分法による投資利益 1,778 38,503 

その他 51,032 23,279 

営業外収益合計 71,422 74,976 

営業外費用   

支払利息 34,777 37,721 

為替差損 174,822 132,526 

その他 18,077 16,281 

営業外費用合計 227,677 186,529 

経常損失（△） △329,606 △215,747 

特別利益   

固定資産売却益 102 126 

その他 928 － 

特別利益合計 1,030 126 

特別損失   

投資有価証券評価損 15,373 2,426 

特別退職金 11,505 44,895 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,633 － 

その他 2,674 344 

特別損失合計 56,187 47,667 

税金等調整前四半期純損失（△） △384,764 △263,288 

法人税、住民税及び事業税 15,200 10,292 

法人税等還付税額 － △12,439 

法人税等調整額 △49,550 11,584 

法人税等合計 △34,349 9,436 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △350,414 △272,725 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 24,155 △6,656 

四半期純損失（△） △374,570 △266,068 



 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △350,414 △272,725 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,597 △4,431 

繰延ヘッジ損益 564 900 

為替換算調整勘定 △116,278 △20,840 

持分法適用会社に対する持分相当額 △68,634 △53,699 

その他の包括利益合計 △182,751 △78,070 

四半期包括利益 △533,165 △350,795 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △497,815 △321,265 

少数株主に係る四半期包括利益 △35,350 △29,530 



当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 
  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

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連結損益計算書計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) 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 2,613,320 1,067,779 3,681,099

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 231,110 231,110

計 2,613,320 1,298,889 3,912,210

セグメント損失（△） △130,253 △44,506 △174,760
 

(単位：千円)

損失 金額

報告セグメント計 △174,760

セグメント間取引消去 1,408

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △173,351
 



 

  
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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連結損益計算書計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) 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 2,455,272 977,030 3,432,302

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 223,119 223,119

計 2,455,272 1,200,149 3,655,422

セグメント損失（△） △17,993 △105,413 △123,406
 

(単位：千円)

損失 金額

報告セグメント計 △123,406

セグメント間取引消去 4,926

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △118,480
 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

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 

  

  

  

  

  

  

  

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

(訂正前)
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(百万円未満切捨て)
 

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第１四半期 3,446 △6.4 △104 ― △215 ― △266 ―

23年３月期第１四半期 3,681 △18.2 △173 ― △329 ― △374 ―
 

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △350百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △533百万円(―％)
 

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３月期第１四半期 △371 15 ―

23年３月期第１四半期 △522 51 ―
 

（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 ％

24年３月期第１四半期 23,995 11,796 43.5

23年３月期 23,566 12,290 46.3
 

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 10,436百万円 23年３月期 10,901百万円
 

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３月期 ― 0 00 ― 200 00 200 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 0 00 ― 200 00 200 00
 

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

 

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

第２四半期(累計) 7,388 △6.0 196 234.3 380 ― 198 ― 276 20

通期 17,000 △4.6 790 9.6 1,145 29.5 770 ― 1,074 11
 



 

  

  

・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連結財務諸表のレビュー手続は終了しており

ます。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付

資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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３月期１Ｑ 718,799株 23年３月期 718,799株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 1,929株 23年３月期 1,929株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 716,870株 23年３月期１Ｑ 716,870株
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



 

  

1. 当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

2. サマリー情報（その他）に関する事項 ……………………………………………… 3 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 3 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 3 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 3 

(4) 追加情報 ……………………………………………………………………………… 3 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 4 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4 

(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 ………………………… 6 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

(4) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 8 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○添付資料の目次



 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災に伴う電力供給不足や放射能汚染等
による社会的不安の影響により、引き続き先行き不透明な状況となっております。情報サービス産業に
おいては、顧客企業等によるＩＴ投資に対する慎重な姿勢が続いており、当社グループを取り巻く事業
環境は依然として厳しい状況が継続しております。 
一方、当社が事業展開する中国経済は、内需の拡大と外需の持ち直しにより依然拡大傾向にあるもの

の、原材料価格と賃金の急激な上昇による企業のコスト負担は増加してきており、経済成長率はやや緩
やかになってきております。 
このような状況のもと、当社グループは、日本国内では前会計期間から実施しております固定費削減

施策をはじめとした収益構造の改革を継続しております。一方、中国では主要株主である神州数碼（デ
ジタルチャイナ）グループとの事業連携も視野に入れた中国国内市場での事業規模拡大のための部門を
新設しました。また、スケールメリットによる収益拡大のための事業再編についても継続的な検討を進
めております。 
以上により、当第１四半期連結会計期間における売上高は3,446百万円（前第１四半期比6.4％減）、

営業損失は104百万円（前第１四半期 営業損失173百万円）、円高による為替差損132百万円の影響か
ら経常損失は215百万円（前第１四半期 経常損失329百万円）、四半期純損失は266百万円（前第１四
半期 四半期純損失374百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は23,995百万円（前連結会計年度比1.8％増）となりま
した。これは主に前渡金が380百万円増加したことなどによるものであります。 
 当第１四半期連結会計期間末における負債は12,199百万円（前連結会計年度比8.2％増）となりまし
た。これは主に短期借入金が1,501百万円増加したことなどによるものであります。 
 当第１四半期連結会計期間末における純資産は11,796百万円(前連結会計年度比4.0％減)となりまし
た。これは主に配当金の支払や四半期純損失の計上などにより利益剰余金が409百万円減少したことな
どによるものであります。 

  

平成24年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月16日
付「平成23年３月期決算短信」で発表した予想より変更はありません。 
  

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報



 

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上
の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４
日）を適用しております。  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報



 

該当事項はありません。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,143,367 3,283,834 

受取手形及び売掛金 4,499,510 3,790,815 

商品及び製品 762,807 930,438 

仕掛品 55,110 280,521 

前渡金 4,001,902 4,382,224 

その他 3,990,176 4,342,185 

貸倒引当金 △346,618 △348,478 

流動資産合計 16,106,256 16,661,540 

固定資産   

有形固定資産 256,794 255,319 

無形固定資産   

のれん 826,603 801,309 

その他 404,099 387,978 

無形固定資産合計 1,230,702 1,189,288 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,379,823 3,354,829 

投資不動産（純額） 1,911,204 1,869,379 

その他 838,113 817,545 

貸倒引当金 △156,242 △152,075 

投資その他の資産合計 5,972,899 5,889,679 

固定資産合計 7,460,396 7,334,287 

資産合計 23,566,652 23,995,828 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,332,422 1,395,176 

短期借入金 5,298,820 6,800,601 

1年内返済予定の長期借入金 1,017,205 938,511 

未払法人税等 153,331 81,158 

賞与引当金 231,974 72,037 

役員賞与引当金 48,593 54,843 

その他 1,211,904 1,084,997 

流動負債合計 9,294,250 10,427,327 

固定負債   

長期借入金 1,899,615 1,694,533 

その他 82,000 77,351 

固定負債合計 1,981,615 1,771,884 

負債合計 11,275,865 12,199,211 



 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,843,601 2,843,601 

資本剰余金 7,678,754 7,678,754 

利益剰余金 1,334,884 925,441 

自己株式 △88,942 △88,942 

株主資本合計 11,768,297 11,358,854 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,987 △1,443 

繰延ヘッジ損益 △5,345 △4,445 

為替換算調整勘定 △864,656 △916,322 

その他の包括利益累計額合計 △867,014 △922,211 

少数株主持分 1,389,504 1,359,973 

純資産合計 12,290,787 11,796,617 

負債純資産合計 23,566,652 23,995,828 



（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１四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,681,099 3,446,589 

売上原価 3,150,333 2,834,434 

売上総利益 530,765 612,154 

販売費及び一般管理費 704,117 716,348 

営業損失（△） △173,351 △104,194 

営業外収益   

受取利息 17,999 11,533 

受取配当金 611 1,660 

持分法による投資利益 1,778 38,503 

その他 51,032 23,279 

営業外収益合計 71,422 74,976 

営業外費用   

支払利息 34,777 37,721 

為替差損 174,822 132,526 

その他 18,077 16,281 

営業外費用合計 227,677 186,529 

経常損失（△） △329,606 △215,747 

特別利益   

固定資産売却益 102 126 

その他 928 － 

特別利益合計 1,030 126 

特別損失   

投資有価証券評価損 15,373 2,426 

特別退職金 11,505 44,895 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,633 － 

その他 2,674 344 

特別損失合計 56,187 47,667 

税金等調整前四半期純損失（△） △384,764 △263,288 

法人税、住民税及び事業税 15,200 10,292 

法人税等還付税額 － △12,439 

法人税等調整額 △49,550 11,584 

法人税等合計 △34,349 9,436 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △350,414 △272,725 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 24,155 △6,656 

四半期純損失（△） △374,570 △266,068 



 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △350,414 △272,725 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,597 △4,431 

繰延ヘッジ損益 564 900 

為替換算調整勘定 △116,278 △20,840 

持分法適用会社に対する持分相当額 △68,634 △53,699 

その他の包括利益合計 △182,751 △78,070 

四半期包括利益 △533,165 △350,795 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △497,815 △321,265 

少数株主に係る四半期包括利益 △35,350 △29,530 



当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 
  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

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連結損益計算書計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) 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 2,613,320 1,067,779 3,681,099

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 231,110 231,110

計 2,613,320 1,298,889 3,912,210

セグメント損失（△） △130,253 △44,506 △174,760
 

(単位：千円)

損失 金額

報告セグメント計 △174,760

セグメント間取引消去 1,408

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △173,351
 



  
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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連結損益計算書計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) 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 2,469,559 977,030 3,446,589

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 223,119 223,119

計 2,469,559 1,200,149 3,669,708

セグメント損失（△） △3,706 △105,413 △109,120
 

(単位：千円)

損失 金額

報告セグメント計 △109,120

セグメント間取引消去 4,926

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △104,194
 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


