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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８月10日に提出いたしました第54期第２四半期（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30

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２四半期連結累計期間

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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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２四半期
連結累計期間

第54期
第２四半期
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６月30日

自  平成24年１月１日

至  平成24年６月30日

自  平成23年１月１日

至  平成23年12月31日

売上高 （千円） 6,526,557 6,992,374 11,310,066

経常利益 （千円） 847,764 1,180,159 1,039,165

四半期純利益
又は当期純損失（△）

（千円） 471,835 698,426 △276,717

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 714,894 749,613 △338,142

純資産額 （千円） 12,616,296 11,831,730 11,235,160

総資産額 （千円） 18,982,340 17,819,228 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） 38.95 57.57 △22.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 56.9 57.3 58.2

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △407,954 △697,990 2,106,545

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） 176,797 272,789 △347,684

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △254,901 △7,143 △462,912

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

（千円） 5,012,296 5,908,758 6,412,392

　

回次
第53期
第２四半期
連結会計期間

第54期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年４月１日

至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日

至  平成24年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 24.02 26.48

（注）　省略
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（訂正後）

回次
第53期
第２四半期
連結累計期間

第54期
第２四半期
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６月30日

自  平成24年１月１日

至  平成24年６月30日

自  平成23年１月１日

至  平成23年12月31日

売上高 （千円） 6,526,557 6,992,374 11,310,066

経常利益 （千円） 847,764 1,180,159 1,039,165

四半期純利益
又は当期純損失（△）

（千円） 471,835 698,426 △276,717

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 862,742 706,860 △463,446

純資産額 （千円） 12,616,296 11,831,730 11,235,160

総資産額 （千円） 18,982,340 17,819,228 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） 38.95 57.57 △22.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 56.9 57.3 58.2

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △407,954 △697,990 2,106,545

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） 176,797 272,789 △347,684

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △254,901 △7,143 △462,912

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

（千円） 5,012,296 5,908,758 6,412,392

　

回次
第53期
第２四半期
連結会計期間

第54期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年４月１日

至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日

至  平成24年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 24.02 26.48

（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２四半期連結累計期間】

（訂正前）

(単位：千円)

　 　

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 490,169 809,890

その他の包括利益 　 　
　 その他有価証券評価差額金 △534 778
　 繰延ヘッジ損益 3,488 3,075
　 為替換算調整勘定 221,771 △64,130

　 その他の包括利益合計 224,725 △60,277

四半期包括利益 714,894 749,613

（内訳） 　 　
　 親会社株主に係る四半期包括利益 696,561 638,149
　 少数株主に係る四半期包括利益 18,333 111,464
　 　 　 　

（訂正後）

(単位：千円)

　 　

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 490,169 809,890

その他の包括利益 　 　
　 その他有価証券評価差額金 △534 778
　 繰延ヘッジ損益 3,488 3,075
　 為替換算調整勘定 369,618 △106,884

　 その他の包括利益合計 372,572 △103,030

四半期包括利益 862,742 706,860

（内訳） 　 　
　 親会社株主に係る四半期包括利益 696,561 638,149
　 少数株主に係る四半期包括利益 166,181 68,710
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