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平成23年5月13日 

各 位 

会 社 名   日本シイエムケイ株式会社 

代表者名   代表取締役  高井 建郎 

 （コード番号6958 東証第1部） 

問合せ先   経理部長   岡部 明広 

      （TEL．03－5323－0238） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成23年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正について 

 

平成23年2月10日に発表いたしました「平成23年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記

載内容について一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付

して表示しております。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 

 

記 

 
 

【訂正箇所】 

 

平成23年3月期 第3四半期決算短信 サマリー情報 

1．平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

(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

23年 3月期第3四半期 114,935 63,020 51.2 1,001.70

22年 3月期 124,140 65,986 50.6 1,069.80

(参考)自己資本   23年3月期第3四半期 58,845百万円  22年 3月期 62,847百万円 

 

(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

23年 3月期第3四半期 114,604 62,689 52.2 1,017.47

22年 3月期 124,140 65,986 50.6 1,069.80

(参考)自己資本   23年3月期第3四半期 59,771百万円  22年 3月期 62,847百万円 
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(2)連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 

(訂正前) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.6％減少し、602億86百万円となりました。これは、主に現金及

び預金が18億36百万円、受取手形及び売掛金が30億47百万円それぞれ減少したことなどによるものであり

ます。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.2％減少し、546億30百万円となりました。これは、主に有形固

定資産が41億47百万円減少したことなどによるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて7.4％減少し、1,149億 35百万円となりました。  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.1％減少し、275億60百万円となりました。これは、主に支払

手形及び買掛金が31億49百万円、短期借入金が18億84百万円それぞれ減少したことなどによるものであり

ます。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、243億53百万円となりました。これは、主に長期借

入金が36億44百万円減少したことなどによるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.7％減少し、519億14百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、630億20百万円となりました。これは、主に利益

剰余金が25億84百万円、為替換算調整勘定が12億44百万円それぞれ減少したことなどによるものでありま

す。 

 

(訂正後) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.6％減少し、602億86百万円となりました。これは、主に現金及

び預金が18億36百万円、受取手形及び売掛金が30億47百万円それぞれ減少したことなどによるものであり

ます。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.7％減少し、542億98百万円となりました。これは、主に有形固

定資産が41億47百万円減少したことなどによるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて7.7％減少し、1,146億 4百万円となりました。  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.1％減少し、275億60百万円となりました。これは、主に支払

手形及び買掛金が31億49百万円、短期借入金が18億84百万円それぞれ減少したことなどによるものであり

ます。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、243億53百万円となりました。これは、主に長期借

入金が36億44百万円減少したことなどによるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.7％減少し、519億14百万円となりました。  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.0％減少し、626億89百万円となりました。これは、主に利益

剰余金が16億68百万円、為替換算調整勘定が12億34百万円それぞれ減少したことなどによるものでありま

す。 
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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：百万円）

  
当第３四半期連結会計期間末 

(平成22年12月31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) 

(省略) 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 3,778 3,602

   その他 3,023 3,243

   貸倒引当金 △33 △63

   投資その他の資産合計 6,768 6,782

  固定資産合計 54,630 58,846

 繰延資産 

  社債発行費 18 25

  繰延資産合計 18 25

 資産合計 114,935 124,140

 

 

(訂正後) 

  （単位：百万円）

  
当第３四半期連結会計期間末 

(平成22年12月31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) 

(省略) 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 3,447 3,602

   その他 3,023 3,243

   貸倒引当金 △33 △63

   投資その他の資産合計 6,436 6,782

  固定資産合計 54,298 58,846

 繰延資産 

  社債発行費 18 25

  繰延資産合計 18 25

 資産合計 114,604 124,140

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4/5 

 

平成23年3月期 第3四半期決算短信 6ページ 

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：百万円）

  
当第３四半期連結会計期間末 

(平成22年12月31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) 

(省略) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 22,306 22,306

  資本剰余金 22,063 22,063

  利益剰余金 20,366 22,950

  自己株式 △3,502 △3,502

  株主資本合計 61,233 63,818

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 196 370

  繰延ヘッジ損益 2 0

  為替換算調整勘定 △2,587 △1,342

  評価・換算差額等合計 △2,388 △971

 少数株主持分 4,175 3,139

 純資産合計 63,020 65,986

負債純資産合計 114,935 124,140
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(訂正後) 

  （単位：百万円）

  
当第３四半期連結会計期間末 

(平成22年12月31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) 

(省略) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 22,306 22,306

  資本剰余金 22,063 22,063

  利益剰余金 21,282 22,950

  自己株式 △3,502 △3,502

  株主資本合計 62,149 63,818

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 196 370

  繰延ヘッジ損益 2 0

  為替換算調整勘定 △2,576 △1,342

  評価・換算差額等合計 △2,377 △971

 少数株主持分 2,917 3,139

 純資産合計 62,689 65,986

負債純資産合計 114,604 124,140

 

 

 

以 上 

 


