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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年５月11日に提出いたしました第54期第１四半期（自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31

日）に係る四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の

訂正報告書を提出するものであります。

なお、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所につき、XBRLデータの訂正を行いましたので、併

せて訂正後のXBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を関連資料として提出いたします。　

　

２ 【訂正事項】

　第一部　企業情報

　　　　第１　企業の概況

　　　　　　１　主要な経営指標等の推移

　　　　第４　経理の状況

　　　　　　１　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１四半期連結累計期間

　
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　
第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

（訂正前）

回次
第53期
第１四半期
連結累計期間

第54期
第１四半期
連結累計期間

第53期

会計期間
自  平成23年１月１日

至  平成23年３月31日

自  平成24年１月１日

至  平成24年３月31日

自  平成23年１月１日

至  平成23年12月31日

売上高 （千円） 3,299,440 3,712,648 11,310,066

経常利益 （千円） 352,383 625,214 1,039,165

四半期純利益又は当期純損失
（△）

（千円） 180,919 376,717 △276,717

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 379,525 639,590 △338,142

純資産額 （千円） 12,292,994 11,916,693 11,235,160

総資産額 （千円） 18,723,179 18,252,703 16,547,801

１株当たり四半期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

（円） 14.94 31.10 △22.84

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 56.2 55.6 58.2

（注）　省略
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（訂正後）

回次
第53期
第１四半期
連結累計期間

第54期
第１四半期
連結累計期間

第53期

会計期間
自  平成23年１月１日

至  平成23年３月31日

自  平成24年１月１日

至  平成24年３月31日

自  平成23年１月１日

至  平成23年12月31日

売上高 （千円） 3,299,440 3,712,648 11,310,066

経常利益 （千円） 352,383 625,214 1,039,165

四半期純利益又は当期純損失
（△）

（千円） 180,919 376,717 △276,717

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 539,412 802,683 △463,446

純資産額 （千円） 12,292,994 11,916,693 11,235,160

総資産額 （千円） 18,723,179 18,252,703 16,547,801

１株当たり四半期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

（円） 14.94 31.10 △22.84

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 56.2 55.6 58.2

（注）　省略
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第４ 【経理の状況】

１ 【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１四半期連結累計期間】

（訂正前）

(単位：千円)

　 　

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１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 135,206 384,643

その他の包括利益 　 　
　 その他有価証券評価差額金 1,720 8,379
　 繰延ヘッジ損益 2,766 1,927
　 為替換算調整勘定 239,831 244,639

　 その他の包括利益合計 244,319 254,946

四半期包括利益 379,525 639,590

（内訳） 　 　
　 親会社株主に係る四半期包括利益 425,238 631,664
　 少数株主に係る四半期包括利益 △45,713 7,925
　 　 　 　

　
（訂正後）

(単位：千円)

　 　

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１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 135,206 384,643

その他の包括利益 　 　
　 その他有価証券評価差額金 1,720 8,379
　 繰延ヘッジ損益 2,766 1,927
　 為替換算調整勘定 399,719 407,733

　 その他の包括利益合計 404,206 418,040

四半期包括利益 539,412 802,683

（内訳） 　 　
　 親会社株主に係る四半期包括利益 425,238 631,664
　 少数株主に係る四半期包括利益 114,174 171,018
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