
 

 
  

 
  

  

平成22年７月28日に発表いたしました「平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連 

結）」において、下記のとおり誤りがありましたので訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

  

記 

  

「企業結合に関する会計基準」の変更に対応し、負ののれんの発生益を特別利益に計上したことによ

る。 

  

  

 

平成22年８月６日

上場会社名 本多通信工業株式会社

代 表 者 代表取締役社長 佐谷 紳一郎

(コード番号 6826)

問合せ先 常 務 取 締 役 堀井 達男

(Ｔ Ｅ Ｌ 03-3714－1151)

(訂正・数値データ訂正あり) 

「平成23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

Ⅰ 訂正理由

Ⅱ 訂正箇所

サマリー情報

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (1) 連結経営成績（累計）

 (2) 連結財政状態

添付資料

1. 当四半期の連結業績等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（Ｐ２）

2. その他の情報

 (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要（Ｐ３）

3. 四半期連結財務諸表

 (1) 四半期連結貸借対照表（Ｐ５）

 (2) 四半期連結損益計算書【第１四半期連結累計期間】（Ｐ６）

 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（Ｐ７）
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Ⅲ 正誤表（訂正箇所には下線を付しております。）

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

＜訂正前＞

 (1) 連結経営成績(累計) (百万円未満切捨て)

(％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 ％

23年３月期第１四半期 3,444 69.7 134 ― 109 ― 74 ―

22年３月期第１四半期 2,030 △46.3 △263 ― △235 ― △251 ―

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

23年３月期第１四半期 5.93 ―

22年３月期第１四半期 △20.09 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 9,658 4,276 44.3 342.00

22年３月期 9,591 4,269 44.0 337.28

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 4,274百万円 22年３月期 4,215百万円

＜訂正後＞

 (1) 連結経営成績(累計) (百万円未満切捨て)

(％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 ％

23年３月期第１四半期 3,444 69.7 134 ― 109 ― 113 ―

22年３月期第１四半期 2,030 △46.3 △263 ― △235 ― △251 ―

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

23年３月期第１四半期 9.11 ―

22年３月期第１四半期 △20.09 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 9,658 4,316 44.7 345.17

22年３月期 9,591 4,269 44.0 337.28

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 4,314百万円 22年３月期 4,215百万円
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（省略） 

一方、利益面では、前期より引き続き各種経費の抑制に努め、営業利益は134,504千円(前年同期は

263,543千円の営業損失)となりました。一方、為替や株式下落により経常利益は109,080千円(前年同期

は235,395千円の経常損失)、四半期純利益は74,146千円(前年同期は251,129千円の四半期純損失)とな

りました。  （以下省略） 

  

（省略） 

一方、利益面では、前期より引き続き各種経費の抑制に努め、営業利益は134,729千円(前年同期は

263,543千円の営業損失)となりました。一方、為替や株式下落により経常利益は109,727千円(前年同期

は235,395千円の経常損失)、四半期純利益は113,823千円(前年同期は251,129千円の四半期純損失)とな

りました。  （以下省略） 

  

（省略） 

  

（省略） 

  

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号  平成20

年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)、

「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号  平成20年12月26日)、「事

業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号  平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基

準」(企業会計基準第16号  平成20年12月26日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号  平成20年12月26日)を適用しております。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

＜訂正前＞

＜訂正後＞

2. その他の情報

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

＜訂正前＞

 資産除去債務に関する会計基準の適用

＜訂正後＞

１ 資産除去債務に関する会計基準の適用

２ 「企業結合に関する会計基準」等の適用
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

＜訂正前＞

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

(省略）

固定負債

社債 55,500 55,500

長期借入金 941,769 943,181

リース債務 95,608 97,813

退職給付引当金 969,138 946,308

役員退職慰労引当金 14,790 14,170

負ののれん 39,958 703

その他 30,039 44,908

固定負債合計 2,146,804 2,102,585

負債合計 5,381,252 5,321,681

純資産の部

株主資本

資本金 1,501,758 1,501,758

資本剰余金 1,508,950 1,508,950

利益剰余金 1,158,701 1,116,678

自己株式 △2,299 △2,280

株主資本合計 4,167,110 4,125,106

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,969 △15,476

為替換算調整勘定 123,579 106,103

評価・換算差額等合計 107,610 90,627

少数株主持分 2,039 53,722

純資産合計 4,276,760 4,269,456

負債純資産合計 9,658,012 9,591,137
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＜訂正後＞

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

(省略）

固定負債

社債 55,500 55,500

長期借入金 941,769 943,181

リース債務 95,608 97,813

退職給付引当金 969,138 946,308

役員退職慰労引当金 14,790 14,170

その他 30,320 45,612

固定負債合計 2,107,127 2,102,585

負債合計 5,341,575 5,321,681

純資産の部

株主資本

資本金 1,501,758 1,501,758

資本剰余金 1,508,950 1,508,950

利益剰余金 1,198,378 1,116,678

自己株式 △2,299 △2,280

株主資本合計 4,206,787 4,125,106

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,969 △15,476

為替換算調整勘定 123,579 106,103

評価・換算差額等合計 107,610 90,627

少数株主持分 2,039 53,722

純資産合計 4,316,437 4,269,456

負債純資産合計 9,658,012 9,591,137
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(2) 四半期連結損益計算書

【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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第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)

売上高 2,030,100 3,444,791

売上原価 1,733,701 2,774,901

売上総利益 296,399 669,889

販売費及び一般管理費 559,942 535,385

営業利益又は営業損失（△） △263,543 134,504

営業外収益

受取利息 878 102

受取配当金 3,999 2,685

作業くず売却益 10,619 7,987

保険解約返戻金 50,050 3,661

助成金収入 1,346 21,156

その他 9,487 8,633

営業外収益合計 76,381 44,226

営業外費用

支払利息 21,330 19,612

為替差損 26,901 42,352

その他 1 7,685

営業外費用合計 48,233 69,650

経常利益又は経常損失（△） △235,395 109,080

特別利益

固定資産売却益 10 7,836

ゴルフ会員権売却益 1,523 －

その他 100 －

特別利益合計 1,634 7,836

特別損失

固定資産売却損 33 －

固定資産除却損 221 516

投資有価証券評価損 － 21,142

その他 585 1,675

特別損失合計 840 23,333

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△234,600 93,584

法人税等 10,978 19,153

少数株主損益調整前四半期純利益 － 74,430

少数株主利益 5,549 284

四半期純利益又は四半期純損失（△） △251,129 74,146
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＜訂正後＞

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第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)

売上高 2,030,100 3,444,791

売上原価 1,733,701 2,774,901

売上総利益 296,399 669,889

販売費及び一般管理費 559,942 535,160

営業利益又は営業損失（△） △263,543 134,729

営業外収益

受取利息 878 102

受取配当金 3,999 2,685

作業くず売却益 10,619 7,987

保険解約返戻金 50,050 3,661

助成金収入 1,346 21,156

その他 9,487 9,055

営業外収益合計 76,381 44,648

営業外費用

支払利息 21,330 19,612

為替差損 26,901 42,352

その他 1 7,685

営業外費用合計 48,233 69,650

経常利益又は経常損失（△） △235,395 109,727

特別利益

固定資産売却益 10 7,836

ゴルフ会員権売却益 1,523 －

負ののれん発生益 － 39,030

その他 100 －

特別利益合計 1,634 46,867

特別損失

固定資産売却損 33 －

固定資産除却損 221 516

投資有価証券評価損 － 21,142

その他 585 1,675

特別損失合計 840 23,333

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△234,600 133,261

法人税等 10,978 19,153

少数株主損益調整前四半期純利益 － 114,108

少数株主利益 5,549 284

四半期純利益又は四半期純損失（△） △251,129 113,823
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

＜訂正前＞

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△234,600 93,584

減価償却費 140,756 122,008

のれん償却額 △421 224

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 △73

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,565 △27,240

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △1,381

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,685 22,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,110 620

受取利息及び受取配当金 △4,877 △2,788

支払利息 21,330 19,612

有形固定資産除売却損益（△は益） 254 △7,320

売上債権の増減額（△は増加） 295,535 △20,049

たな卸資産の増減額（△は増加） △181,062 △54,147

仕入債務の増減額（△は減少） 145,022 157,799

未払金の増減額（△は減少） 54,805 3,768

その他の資産の増減額（△は増加） 22,044 69,089

その他の負債の増減額（△は減少） △107,132 △24,188

投資有価証券評価損益（△は益） － 21,142

小計 79,193 373,491

利息及び配当金の受取額 4,948 3,282

利息の支払額 △22,342 △19,612

法人税等の支払額 △16,741 △19,638

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,057 337,522

（省略）
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以 上

＜訂正後＞

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△234,600 133,261

減価償却費 140,756 122,008

のれん償却額 △421 △421

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 △73

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,565 △27,240

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △1,381

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,685 22,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,110 620

受取利息及び受取配当金 △4,877 △2,788

支払利息 21,330 19,612

有形固定資産除売却損益（△は益） 254 △7,320

売上債権の増減額（△は増加） 295,535 △20,049

たな卸資産の増減額（△は増加） △181,062 △54,147

仕入債務の増減額（△は減少） 145,022 157,799

未払金の増減額（△は減少） 54,805 3,768

その他の資産の増減額（△は増加） 22,044 69,089

その他の負債の増減額（△は減少） △107,132 △24,188

負ののれん発生益 － △39,030

投資有価証券評価損益（△は益） － 21,142

小計 79,193 373,491

利息及び配当金の受取額 4,948 3,282

利息の支払額 △22,342 △19,612

法人税等の支払額 △16,741 △19,638

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,057 337,522

（省略）
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