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（訂正・数値データ訂正あり）「平成23年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

平成23年８月11日に公表しました「平成23年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部訂

正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は下線を付しております。また、数値データ（ＸＢＲＬ）にも訂正がありましたので訂正

後の数値データ（ＸＢＲＬ）を送信いたします。 

 

記 
 
訂正箇所 
４．連結財務諸表 
 （２）連結損益計算書 



（訂正前） 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年７月１日 

 至 平成 22 年６月 30 日)

当連結会計年度 
(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日)

売上高 4,938,705 5,122,411

売上原価 ※1 2,602,593 ※1 2,694,272

売上総利益 2,336,112 2,428,138

返品調整引当金戻入額 7,200 6,400

返品調整引当金繰入額 6,400 5,500

差引売上総利益 2,336,912 2,429,038

販売費及び一般管理費 ※2 2,314,719 ※2 2,405,489

営業利益 22,163 23,548

営業外収益 
 受取利息 268 120
 債務勘定整理益 7,753 1,059
 デリバティブ評価益 － 113,380
 その他 4,071 299

 営業外収益合計 12,092 114,859

営業外費用 
 支払利息 29,956 32,317
 為替差損 118,399 135,216
 デリバティブ評価損 50,626 －
 その他 2,389 13,460

 営業外費用合計 201,371 180,995

経常損失（△） △167,115 △42,586

特別利益 
 固定資産売却益 － ※３ 800
 役員退職慰労引当金戻入額 － 51,648
 新株予約権戻入益 21,000 －
 保険転換益 23,323 －
 販売促進引当金戻入額 15,981 －
 その他 30 3,908

 特別利益合計 60,335 56,357

特別損失 
 固定資産売却損 ※４ 20,870 ※４ 32,964
 減損損失 ※５ 43,001 ※５ 728
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31,094
 その他 － 7,502

 特別損失合計 63,872 72,289

税金等調整前当期純損失（△） △170,653 △58,518

法人税、住民税及び事業税 3,632 3,547

法人税等還付税額 △42,726

法人税等調整額 166,050 66,367

法人税等合計 169,682 27,187

    

 



（訂正後） 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年７月１日 

 至 平成 22 年６月 30 日)

当連結会計年度 
(自 平成 22 年７月１日 

 至 平成 23 年６月 30 日)

売上高 4,938,705 5,122,411

売上原価 ※1 2,602,593 ※1 2,694,272

売上総利益 2,336,112 2,428,138

返品調整引当金戻入額 7,200 6,400

返品調整引当金繰入額 6,400 5,500

差引売上総利益 2,336,912 2,429,038

販売費及び一般管理費 ※2 2,314,719 ※2 2,405,489

営業利益 22,163 23,548

営業外収益 
 受取利息 268 120
 債務勘定整理益 7,753 1,059
 デリバティブ評価益 － 113,380
 その他 4,071 299

 営業外収益合計 12,092 114,859

営業外費用 
 支払利息 29,956 32,317
 為替差損 118,399 135,216
 デリバティブ評価損 50,626 －
 その他 2,389 13,460

 営業外費用合計 201,371 180,995

経常損失（△） △167,115 △42,586

特別利益 
 固定資産売却益 － ※３ 800
 役員退職慰労引当金戻入額 － 51,648
 新株予約権戻入益 21,000 －
 保険転換益 23,323 －
 販売促進引当金戻入額 15,981 －
 その他 30 3,908

 特別利益合計 60,335 56,357

特別損失 
 固定資産除却損 ※４ 20,870 ※４ 32,964
 減損損失 ※５ 43,001 ※５ 728
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31,094
 その他 － 7,502

 特別損失合計 63,872 72,289

税金等調整前当期純損失（△） △170,653 △58,518

法人税、住民税及び事業税 3,632 3,547

法人税等還付税額 △42,726

法人税等調整額 166,050 66,367

法人税等合計 169,682 27,187

     
 

 

以上 


