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各  位 
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(訂正・数値データ訂正)「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 
 

平成24年4月26日に発表いたしました「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部訂

正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所につきましては下

線を付して表示しております。 

 

記 
【訂正理由】 

平成24年3月期より持分法の適用の範囲に含めた海外関連会社の決算数値に変更が発生したため。 

 
 
【訂正箇所】(サマリー情報１ページ) 
１．平成24年3月期の連結業績 (1) 連結経営成績 
 
〔訂正前〕 

（％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 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 372,083 △0.4 2,630 △77.9 801 △90.5 △4,156 －
23年3月期 373,458 △0.8 11,885 273.3 8,483 － 3,346 －

（注）  包括利益    24年3月期 △2,256百万円（－％） 23年3月期 1,391百万円（△63.9％） 

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △59.42 － △11.2 0.4 0.7
23年3月期 47.84 － 8.8 3.6 3.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期 550百万円 23年3月期 130百万円 

 
〔訂正後〕 
 （％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 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 372,083 △0.4 2,630 △77.9 335 △96.0 △4,521 －
23年3月期 373,458 △0.8 11,885 273.3 8,483 － 3,346 －

（注）  包括利益    24年３月期 △2,315百万円（－％） 23年３月期 1,391百万円（△63.9％） 

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △64.63 － △12.2 0.2 0.7
23年3月期 47.84 － 8.8 3.6 3.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期 84百万円 23年3月期 130百万円 
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【訂正箇所】(サマリー情報１ページ) 
１．平成24年3月期の連結業績 (2) 連結財政状態 
 
〔訂正前〕 
 

 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3月期 221,958 48,456 16.2 515.43
23年3月期 216,966 51,542 17.5 544.30

（参考） 自己資本    24年3月期 36,057百万円 23年3月期 38,077百万円 

 
〔訂正後〕 
 

 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3月期 221,798 48,397 16.2 514.59
23年3月期 216,966 51,542 17.5 544.30

（参考） 自己資本    24年3月期 35,998百万円 23年3月期 38,077百万円 
 
 

【訂正箇所】(サマリー情報１ページ) 
３．平成25年3月期の連結業績予想 
 
〔訂正前〕 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 186,700 14.7 1,400 － 800 － △600 － △8.58
通     期 375,400 0.9 2,900 10.2 1,800 124.5 △1,000 － △14.29

 
〔訂正後〕 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 186,700 14.7 1,400 － 800 － △600 － △8.58
通     期 375,400 0.9 2,900 10.2 1,800 435.7 △1,000 － △14.29
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【訂正箇所】(添付資料情報２ページ) 
（１）経営成績に関する分析(当期の経営成績) 
 
〔訂正前〕 
 
(前略) 

当年度の連結業績は、東日本大震災及びタイの洪水の影響による生産縮小により、売上高は3,720億円（前年度比

0.4％減）となり、営業利益は26億円（前年度比77.9％減）、経常利益は８億円（前年度比90.5％減）となり、当期

純損失は41億円（前年度は33億円の当期純利益）となりました。 

(後略) 

 

〔訂正後〕 
 
(前略) 

当年度の連結業績は、東日本大震災及びタイの洪水の影響による生産縮小により、売上高は3,720億円（前年度比

0.4％減）となり、営業利益は26億円（前年度比77.9％減）、経常利益は３億円（前年度比96.0％減）となり、当期

純損失は45億円（前年度は33億円の当期純利益）となりました。 

(後略) 

 

 

【訂正箇所】(添付資料情報２ページ) 
（１）経営成績に関する分析(次期の見通し) 
 
〔訂正前〕 

 

当社グループを取り巻く環境は依然として不透明でありますが、工場原価改善の強力な推進、継続的な設備投資

の抑制、経費の削減、及びサプライチェーンの整流化などに取り組むことにより、次年度の連結業績予想は売上高

3,754億円(前年度比0.9％増)、営業利益29億円(前年度比10.2％増)、経常利益18億円(前年度比124.5％増)、当期純

損失10億円(前年度は41億円の当期純損失)を見込んでおります。 

 

〔訂正後〕 
 
当社グループを取り巻く環境は依然として不透明でありますが、工場原価改善の強力な推進、継続的な設備投資

の抑制、経費の削減、及びサプライチェーンの整流化などに取り組むことにより、次年度の連結業績予想は売上高

3,754億円(前年度比0.9％増)、営業利益29億円(前年度比10.2％増)、経常利益18億円(前年度比435.7％増)、当期純

損失10億円(前年度は45億円の当期純損失)を見込んでおります。 

 

 

【訂正箇所】(添付資料情報３ページ) 
（２）財政状態に関する分析 
 
〔訂正前〕 
 
当連結会計年度の資産合計は、有形固定資産の減少はありましたが、売上債権の増加等により、2,219億円(前年

度末比2.3％増)となりました。負債合計は仕入債務の増加等により、1,735億円（前年度末比4.9％増）となりまし

た。自己資本は円高により為替換算調整勘定のマイナス幅が増加したこと、当期純損失を計上したこと等により、

360億円(前年度末比5.3％減)となり、少数株主持分を加えた純資産合計は484億円（前年度末比6.0％減）となりま

した。 

(後略) 

 
〔訂正後〕 
 
当連結会計年度の資産合計は、有形固定資産の減少はありましたが、売上債権の増加等により、2,217億円(前年

度末比2.2％増)となりました。負債合計は仕入債務の増加等により、1,734億円（前年度末比4.8％増）となりまし

た。自己資本は円高により為替換算調整勘定のマイナス幅が増加したこと、当期純損失を計上したこと等により、

359億円(前年度末比5.5％減)となり、少数株主持分を加えた純資産合計は483億円（前年度末比6.1％減）となりま

した。 
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【訂正箇所】(添付資料情報５～６ページ) 
（１） 連結貸借対照表 
 
〔訂正前〕 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

 (略)  

  投資その他の資産  

   投資有価証券 17,407  18,367

   長期貸付金 2,054  2,028

   繰延税金資産 1,057  663

   その他 4,581  4,914

   貸倒引当金 △2,706  △2,706

   投資その他の資産合計 22,394  23,269

  固定資産合計 139,354  130,058

 資産合計 216,966  221,958

 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

 (略)  

 固定負債  

  長期借入金 33,971  18,912

  リース債務 1,919  1,226

  繰延税金負債 7,404  7,331

  退職給付引当金 8,584  8,997

  役員退職慰労引当金 79  82

  資産除去債務 189  189

  その他 587  872

  固定負債合計 52,736  37,612

 負債合計 165,423  173,502

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 11,820  11,820

  資本剰余金 12,382  12,382

  利益剰余金 13,095  10,546

  自己株式 △146  △147

  株主資本合計 37,152  34,602

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 5,442  6,410

  為替換算調整勘定 △4,516  △4,955

  その他の包括利益累計額合計 925  1,454

 少数株主持分 13,465  12,399

 純資産合計 51,542  48,456

負債純資産合計 216,966  221,958
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〔訂正後〕 
  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

 (略)  

  投資その他の資産  

   投資有価証券 17,407  18,207

   長期貸付金 2,054  2,028

   繰延税金資産 1,057  663

   その他 4,581  4,914

   貸倒引当金 △2,706  △2,706

   投資その他の資産合計 22,394  23,108

  固定資産合計 139,354  129,897

 資産合計 216,966  221,798

 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

 (略)  

 固定負債  

  長期借入金 33,971  18,912

  リース債務 1,919  1,226

  繰延税金負債 7,404  7,230

  退職給付引当金 8,584  8,997

  役員退職慰労引当金 79  82

  資産除去債務 189  189

  その他 587  872

  固定負債合計 52,736  37,511

 負債合計 165,423  173,401

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 11,820  11,820

  資本剰余金 12,382  12,382

  利益剰余金 13,095  10,181

  自己株式 △146  △147

  株主資本合計 37,152  34,237

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 5,442  6,410

  為替換算調整勘定 △4,516  △4,650

  その他の包括利益累計額合計 925  1,760

 少数株主持分 13,465  12,399

 純資産合計 51,542  48,397

負債純資産合計 216,966  221,798
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【訂正箇所】(添付資料情報７～８ページ) 
（２） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書 
 
〔訂正前〕 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

 (略)  

営業外収益  

 受取利息 160  241

 受取配当金 254  259

 持分法による投資利益 130  550

 作業くず売却益 532  275

 デリバティブ評価益 55  29

 雑収入 376  857

 営業外収益合計 1,509  2,212

 (略)  

経常利益 8,483  801

 (略)  

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 6,879  △542

法人税、住民税及び事業税 1,165  1,252

法人税等追徴税額 －  403

法人税等調整額 △393  457

法人税等合計 771  2,113
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△） 

6,107  △2,655

少数株主利益 2,760  1,500

当期純利益又は当期純損失（△） 3,346  △4,156

 
 
〔訂正後〕 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

 (略)  

営業外収益  

 受取利息 160  241

 受取配当金 254  259

 持分法による投資利益 130  84

 作業くず売却益 532  275

 デリバティブ評価益 55  29

 雑収入 376  857

 営業外収益合計 1,509  1,746

 (略)  

経常利益 8,483  335

 (略)  

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 6,879  △1,008

法人税、住民税及び事業税 1,165  1,252

法人税等追徴税額 －  403

法人税等調整額 △393  356

法人税等合計 771  2,011
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△） 

6,107  △3,020

少数株主利益 2,760  1,500

当期純利益又は当期純損失（△） 3,346  △4,521
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【訂正箇所】(添付資料情報９ページ) 
（２） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結包括利益計算書 
 
〔訂正前〕 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△） 

6,107  △2,655

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △787  971

 為替換算調整勘定 △3,927  △349

 持分法適用会社に対する持分相当額 △0  △222

 その他の包括利益合計 △4,715  399

包括利益 1,391  △2,256

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 △7  △3,566

 少数株主に係る包括利益 1,399  1,310

 

〔訂正後〕 
  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△） 

6,107  △3,020

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △787  971

 為替換算調整勘定 △3,927  △349

 持分法適用会社に対する持分相当額 △0  82

 その他の包括利益合計 △4,715  705

包括利益 1,391  △2,315

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 △7  △3,625

 少数株主に係る包括利益 1,399  1,310
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【訂正箇所】(添付資料情報10～11ページ) 

（３） 連結株主資本等変動計算書 

 

〔訂正前〕 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

 (略)  

 利益剰余金  

  当期首残高 8,810  13,095

  当期変動額  

   剰余金の配当 －  △209

   当期純利益又は当期純損失（△） 3,346  △4,156

   間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  1,817

   欠損填補 938  －

   当期変動額合計 4,285  △2,549

  当期末残高 13,095  10,546

 (略)  

 株主資本合計  

  当期首残高 33,805  37,152

  当期変動額  

   剰余金の配当 －  △209

   当期純利益又は当期純損失（△） 3,346  △4,156

   間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  1,817

   自己株式の処分 0  －

   自己株式の取得 △0  △0

   欠損填補 －  －

   当期変動額合計 3,346  △2,549

  当期末残高 37,152  34,602

その他の包括利益累計額  

 (略)  

 為替換算調整勘定  

  当期首残高 △1,949  △4,516

  当期変動額  

   間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  △60

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,566  △378

   当期変動額合計 △2,566  △439

  当期末残高 △4,516  △4,955

 その他の包括利益累計額合計  

  当期首残高 4,280  925

  当期変動額  

   間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  △60

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,354  589

   当期変動額合計 △3,354  529

  当期末残高 925  1,454

 (略)  

純資産合計  

 当期首残高 50,459  51,542

 当期変動額  

  剰余金の配当 －  △209

  当期純利益又は当期純損失（△） 3,346  △4,156

  間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  △151

  自己株式の処分 0  －

  自己株式の取得 △0  △0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,263  1,432

  当期変動額合計 1,082  △3,086

 当期末残高 51,542  48,456
 

－8－



 
 

〔訂正後〕 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

 (略)  

 利益剰余金  

  当期首残高 8,810  13,095

  当期変動額  

   剰余金の配当 －  △209

   当期純利益又は当期純損失（△） 3,346  △4,521

   間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  1,817

   欠損填補 938  －

   当期変動額合計 4,285  △2,913

  当期末残高 13,095  10,181

 (略)  

 株主資本合計  

  当期首残高 33,805  37,152

  当期変動額  

   剰余金の配当 －  △209

   当期純利益又は当期純損失（△） 3,346  △4,521

   間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  1,817

   自己株式の処分 0  －

   自己株式の取得 △0  △0

   欠損填補 －  －

   当期変動額合計 3,346  △2,914

  当期末残高 37,152  34,237

その他の包括利益累計額  

 (略)  

 為替換算調整勘定  

  当期首残高 △1,949  △4,516

  当期変動額  

   間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  △60

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,566  △73

   当期変動額合計 △2,566  △133

  当期末残高 △4,516  △4,650

 その他の包括利益累計額合計  

  当期首残高 4,280  925

  当期変動額  

   間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  △60

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,354  895

   当期変動額合計 △3,354  835

  当期末残高 925  1,760

 (略)  

純資産合計  

 当期首残高 50,459  51,542

 当期変動額  

  剰余金の配当 －  △209

  当期純利益又は当期純損失（△） 3,346  △4,521

  間接所有持分の少数株主から当社持分への振替 －  △151

  自己株式の処分 0  －

  自己株式の取得 △0  △0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,263  1,738

  当期変動額合計 1,082  △3,145

 当期末残高 51,542  48,397

－9－



【訂正箇所】(添付資料情報12～13ページ) 

（４） 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

〔訂正前〕 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△） 

6,879  △542

  

(中略)  

  

 持分法による投資損益（△は益） △130  △550

 有形固定資産売却損益（△は益） 18  △65

 売上債権の増減額（△は増加） 13,445  △13,658

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,318  △39

 仕入債務の増減額（△は減少） △10,928  13,107

 未払消費税等の増減額（△は減少） △953  281

 その他 2,019  △3,555

 小計 36,374  20,003

 利息及び配当金の受取額 423  574

 利息の支払額 △2,321  △1,573

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,205  △1,072

 営業活動によるキャッシュ・フロー 33,270  17,932

 (略)  

 
 
 

〔訂正後〕 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△） 

6,879  △1,008

  

(中略)  

  

 持分法による投資損益（△は益） △130  △84

 有形固定資産売却損益（△は益） 18  △65

 売上債権の増減額（△は増加） 13,445  △13,658

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,318  △39

 仕入債務の増減額（△は減少） △10,928  13,107

 未払消費税等の増減額（△は減少） △953  281

 その他 2,019  △3,555

 小計 36,374  20,003

 利息及び配当金の受取額 423  574

 利息の支払額 △2,321  △1,573

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,205  △1,072

 営業活動によるキャッシュ・フロー 33,270  17,932

 (略)  
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【訂正箇所】(添付資料情報15ページ) 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 (法人税率の変更等による影響) 

 

〔訂正前〕 

 
(略) 

この法定実効税率の変動により、当連結会計年度における一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負

債を再計算した結果、繰延税金負債が676百万円減少し、その他有価証券評価差額金が485百万円増加、法人税等調

整額が190百万円減少しております。 

 

〔訂正後〕 

 
(略) 

この法定実効税率の変動により、当連結会計年度における一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負

債を再計算した結果、繰延税金負債が674百万円減少し、その他有価証券評価差額金が485百万円増加、法人税等調

整額が189百万円減少しております。 

 
 
 
【訂正箇所】(添付資料情報16～17ページ) 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 （セグメント情報） 

 

〔訂正前〕 

(前略) 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 

(注) 
合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 242,702 45,213 23,447 60,719 372,083 － 372,083

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
11,708 0 0 268 11,977 △11,977 －

計 254,411 45,213 23,448 60,988 384,060 △11,977 372,083

セグメント利益又は損失（△） △1,658 △1,414 29 5,600 2,557 73 2,630

セグメント資産 136,483 39,778 18,425 43,555 238,243 △16,284 221,958

その他の項目    

  減価償却費 14,296 1,973 1,703 3,929 21,903 △12 21,891

  のれんの償却額 － － － 14 14 － 14
        

(注) １ 調整額は以下の通りであります。 
(1)セグメント利益の調整額73百万円は、セグメント間取引消去であります。 
(2)セグメント資産の調整額△16,284百万円は、全社資産19,868百万円及び債権債務相殺消去等△36,152

百万円が含まれております。全社資産は主に連結財務諸表提出会社の資金(現金預金及び投資有価証
券)等であります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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〔訂正後〕 

(前略) 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 

(注) 
合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 242,702 45,213 23,447 60,719 372,083 － 372,083

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
11,708 0 0 268 11,977 △11,977 －

計 254,411 45,213 23,448 60,988 384,060 △11,977 372,083

セグメント利益又は損失（△） △1,658 △1,414 29 5,600 2,557 73 2,630

セグメント資産 136,483 39,778 18,425 43,555 238,243 △16,444 221,798

その他の項目    

  減価償却費 14,296 1,973 1,703 3,929 21,903 △12 21,891

  のれんの償却額 － － － 14 14 － 14
        

(注) １ 調整額は以下の通りであります。 
(1)セグメント利益の調整額73百万円は、セグメント間取引消去であります。 
(2)セグメント資産の調整額△16,444百万円は、全社資産19,868百万円及び債権債務相殺消去等△36,313

百万円が含まれております。全社資産は主に連結財務諸表提出会社の資金(現金預金及び投資有価証
券)等であります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

【訂正箇所】(添付資料情報18ページ) 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 （１株当たり情報） 

 

〔訂正前〕 
 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 544円30銭 515円43銭 

１株当たり当期純利益金額又は 
当期純損失金額（△） 

47円84銭 △59円42銭 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株主が存在しないため記載しておりません。 
２. １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額   

当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) 3,346 △4,156 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失（△）(百万円) 

3,346 △4,156 

普通株式の期中平均株式数(千株) 69,956 69,955 
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３. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 51,542 48,456 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 13,465 12,399 

(うち少数株主持分)(百万円) (13,465) (12,399)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 38,077 36,057 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(千株) 

69,956 69,955 

 

〔訂正後〕 
 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 544円30銭 514円59銭 

１株当たり当期純利益金額又は 
当期純損失金額（△） 

47円84銭 △64円63銭 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株主が存在しないため記載しておりません。 
２. １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額   

当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) 3,346 △4,521 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失（△）(百万円) 

3,346 △4,521 

普通株式の期中平均株式数(千株) 69,956 69,955 

 

３. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 51,542 48,397 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 13,465 12,399 

(うち少数株主持分)(百万円) (13,465) (12,399)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 38,077 35,998 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(千株) 

69,956 69,955 
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