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平成23年８月11日 
各 位 

会 社 名  コマニー株式会社 

代表者名  代表取締役社長 塚本 幹雄 

      (コード：7945、名証第二部) 

問合せ先  取締役管理本部長 川口 幸一 

      (TEL．0761－21－1144) 

 

   (訂正・数値データ訂正) 

  「平成24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 

 

 平成23年７月29日に発表しました「平成24年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載

内容に一部訂正がありましたので、お知らせいたします。 

 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付いたします。 

 なお、訂正箇所には下線＿を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

  平成23年８月９日に公表しました「債権の取立不能のおそれに関するお知らせ」のとおり、発生しま

した債権の処理を平成24年３月期第１四半期において行うこととしましたので、下記のとおり訂正いた

します。 

 

２．訂正の内容 

 (1) サマリー情報 

 

(訂正前) 
 (百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日） 

（１）連結経営成績(累計)  
 

 (％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 ％

24年３月期第１四半期 5,515 4.4 △214 ― △203 ― △216 ―

23年３月期第１四半期 5,282 3.7 △760 ― △757 ― △849 ―
 

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △176百万円( ―％) 23年３月期第１四半期 △888百万円( ―％)

 

 
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

24年３月期第１四半期 △24.36 ―

23年３月期第１四半期 △95.45 ―

 
（２）連結財政状態  
 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

24年３月期第１四半期 25,581 16,317 63.8 

23年３月期 26,539 16,609 62.6 
 

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 16,317百万円 23年３月期 16,609百万円
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(訂正後) 
 (百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日） 

（１）連結経営成績(累計)  
 

 (％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 ％

24年３月期第１四半期 5,515 4.4 △366 ― △356 ― △369 ―

23年３月期第１四半期 5,282 3.7 △760 ― △757 ― △849 ―
 

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △329百万円( ―％) 23年３月期第１四半期 △888百万円( ―％)

 

 
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

24年３月期第１四半期 △41.55 ―

23年３月期第１四半期 △95.45 ―

 
（２）連結財政状態  
 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

24年３月期第１四半期 25,428 16,164 63.6 

23年３月期 26,539 16,609 62.6 
 

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 16,164百万円 23年３月期 16,609百万円

 

 

 (2) 添付資料 ２頁 

  １．当四半期決算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) 
 
  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響によ

り先行きは不透明な状況となっております。 

  このような情勢のもと、当社は営業部門の強化を進め、新規顧客の開拓や既存顧客への提案営業によ

る受注の拡大、顧客ニーズに適応する製品の開発等、積極的に取り組んでまいりました。その結果、売

上高は前年同四半期と比べ２億33百万円増加の55億15百万円となりました。 

  損益面では、全社を挙げて原価低減活動に取り組んだ結果、売上総利益率は38.4％(前年同四半期比

10.1ポイント改善)となりました。営業損失は２億14百万円(前年同四半期は営業損失７億60百万円)、

経常損失は２億３百万円(前年同四半期は経常損失７億57百万円)、当期純損失は２億16百万円(前年同

四半期は当期純損失８億49百万円)となりました。 

 

(訂正後) 
 
  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響によ

り先行きは不透明な状況となっております。 

  このような情勢のもと、当社は営業部門の強化を進め、新規顧客の開拓や既存顧客への提案営業によ

る受注の拡大、顧客ニーズに適応する製品の開発等、積極的に取り組んでまいりました。その結果、売

上高は前年同四半期と比べ２億33百万円増加の55億15百万円となりました。 

  損益面では、全社を挙げて原価低減活動に取り組んだ結果、売上総利益率は38.4％(前年同四半期比

10.1ポイント改善)となりました。営業損失は３億66百万円(前年同四半期は営業損失７億60百万円)、

経常損失は３億56百万円(前年同四半期は経常損失７億57百万円)、四半期純損失は３億69百万円(前年

同四半期は四半期純損失８億49百万円)となりました。 
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 (3) 添付資料 ２頁 

  １．当四半期決算に関する定性的情報 

   （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 

(訂正前) 
 
  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ９億58百万円減少の255億81百万

円となりました。 

 (資産) 

  流動資産は、前連結会計年度末と比べ８億３百万円減少の156億75百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が５億32百万円増加となりましたが、受取手形及び売掛金が18億７百万円減少したこと等

によります。固定資産は、前連結会計年度末と比べ１億54百万円減少の99億５百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産の減価償却等によります。 

 (負債) 

  流動負債は、前連結会計年度末と比べ５億円減少の39億64百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金が８億51百万円減少したこと等によります。固定負債は、前連結会計年度末と比べ１億66

百万円減少の52億99百万円となりました。これは主に、長期借入金が１億50百万円減少したこと等によ

ります。 

 (純資産) 

  純資産合計は、前連結会計年度末と比べ２億91百万円減少の163億17百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が３億32百万円減少したこと等によります。自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ

1.2ポイント上昇の63.8％となりました。 

 

(訂正後) 
 
  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ11億11百万円減少の254億28百万

円となりました。 

 (資産) 

  流動資産は、前連結会計年度末と比べ９億55百万円減少の155億23百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が５億32百万円増加となりましたが、受取手形及び売掛金が19億20百万円減少したこと等

によります。固定資産は、前連結会計年度末と比べ１億56百万円減少の99億４百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産の減価償却等によります。 

 (負債) 

  流動負債は、前連結会計年度末と比べ５億円減少の39億64百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金が８億51百万円減少したこと等によります。固定負債は、前連結会計年度末と比べ１億66

百万円減少の52億99百万円となりました。これは主に、長期借入金が１億50百万円減少したこと等によ

ります。 

 (純資産) 

  純資産合計は、前連結会計年度末と比べ４億44百万円減少の161億64百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が４億85百万円減少したこと等によります。自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ

1.0ポイント上昇の63.6％となりました。 
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 (4) 添付資料 ４頁、５頁 

  ４．四半期連結財務諸表 

   （１）四半期連結貸借対照表 

 

(訂正前) 
(単位：百万円)

    
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

資産の部 
 流動資産 
  現金及び預金 5,579 6,111
  受取手形及び売掛金 9,493 7,685
  商品及び製品 704 876
  仕掛品 90 133
  原材料及び貯蔵品 464 722
  繰延税金資産 63 63
  その他 271 269
  貸倒引当金 △186 △187
  流動資産合計 16,478 15,675

 固定資産 
  有形固定資産 
   建物及び構築物（純額） 2,614 2,572
   機械装置及び運搬具（純額） 1,084 1,036
   土地 3,389 3,389
   建設仮勘定 0 0
   その他（純額） 170 150
   有形固定資産合計 7,259 7,149

  無形固定資産 
   その他 578 537
   無形固定資産合計 578 537

  投資その他の資産 
   投資有価証券 880 852
   長期貸付金 20 20
   その他 1,350 1,374
   貸倒引当金 △28 △28
   投資その他の資産合計 2,222 2,218

  固定資産合計 10,060 9,905

 資産合計 26,539 25,581
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(単位：百万円)

   
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

負債の部 
 流動負債 
  支払手形及び買掛金 2,227 1,375
  短期借入金 674 626
  未払法人税等 79 32
  賞与引当金 267 375
  役員賞与引当金 7 2
  その他 1,208 1,551
  流動負債合計 4,464 3,964

 固定負債 
  長期借入金 2,105 1,955
  繰延税金負債 95 84
  再評価に係る繰延税金負債 434 434
  退職給付引当金 2,547 2,543
  その他 283 281
  固定負債合計 5,465 5,299

 負債合計 9,930 9,263

純資産の部 
 株主資本 
  資本金 7,121 7,121
  資本剰余金 7,412 7,412
  利益剰余金 3,238 2,905
  自己株式 △947 △947
  株主資本合計 16,824 16,492

 その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 51 35
  土地再評価差額金 226 226
  為替換算調整勘定 △494 △437
  その他の包括利益累計額合計 △215 △175

 純資産合計 16,609 16,317

負債純資産合計 26,539 25,581
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(訂正後) 
(単位：百万円)

    
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

資産の部 
 流動資産 
  現金及び預金 5,579 6,111
  受取手形及び売掛金 9,493 7,573
  商品及び製品 704 876
  仕掛品 90 133
  原材料及び貯蔵品 464 722
  繰延税金資産 63 63
  その他 271 269
  貸倒引当金 △186 △226
  流動資産合計 16,478 15,523

 固定資産 
  有形固定資産 
   建物及び構築物（純額） 2,614 2,572
   機械装置及び運搬具（純額） 1,084 1,036
   土地 3,389 3,389
   建設仮勘定 0 0
   その他（純額） 170 150
   有形固定資産合計 7,259 7,149

  無形固定資産 
   その他 578 537
   無形固定資産合計 578 537

  投資その他の資産 
   投資有価証券 880 852
   長期貸付金 20 20
   その他 1,350 1,486
   貸倒引当金 △28 △142
   投資その他の資産合計 2,222 2,217

  固定資産合計 10,060 9,904

 資産合計 26,539 25,428
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(単位：百万円)

   
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

負債の部 
 流動負債 
  支払手形及び買掛金 2,227 1,375
  短期借入金 674 626
  未払法人税等 79 32
  賞与引当金 267 375
  役員賞与引当金 7 2
  その他 1,208 1,551
  流動負債合計 4,464 3,964

 固定負債 
  長期借入金 2,105 1,955
  繰延税金負債 95 84
  再評価に係る繰延税金負債 434 434
  退職給付引当金 2,547 2,543
  その他 283 281
  固定負債合計 5,465 5,299

 負債合計 9,930 9,263

純資産の部 
 株主資本 
  資本金 7,121 7,121
  資本剰余金 7,412 7,412
  利益剰余金 3,238 2,752
  自己株式 △947 △947
  株主資本合計 16,824 16,339

 その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 51 35
  土地再評価差額金 226 226
  為替換算調整勘定 △494 △437
  その他の包括利益累計額合計 △215 △175

 純資産合計 16,609 16,164

負債純資産合計 26,539 25,428
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 (5) 添付資料 ６頁 

  ４．四半期連結財務諸表 

   （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 

     四半期連結損益計算書 

      第１四半期連結累計期間 

 

(訂正前) 
 (単位：百万円)

  前第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) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,282 5,515

売上原価 3,791 3,400

売上総利益 1,490 2,115

販売費及び一般管理費 2,251 2,329

営業損失（△） △760 △214

営業外収益 
 受取利息 2 7
 受取配当金 9 11
 持分法による投資利益 0 ―
 受取賃貸料 4 3
 デリバティブ評価益 ― 7
 その他 23 18
 営業外収益合計 39 49

営業外費用 
 支払利息 9 9
 持分法による投資損失 ― 0
 為替差損 0 12
 売上割引 5 5
 デリバティブ評価損 2 ―
 デリバティブ決済損 13 7
 その他 5 4
 営業外費用合計 37 38

経常損失（△） △757 △203

特別損失 
 固定資産除却損 0 1
 投資有価証券評価損 0 ―
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10 ―
 特別損失合計 10 1

税金等調整前四半期純損失（△） △767 △205

法人税等 81 11

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △849 △216

四半期純損失（△） △849 △216
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(訂正後) 
 (単位：百万円)

  前第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) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,282 5,515

売上原価 3,791 3,400

売上総利益 1,490 2,115

販売費及び一般管理費 2,251 2,481

営業損失（△） △760 △366

営業外収益 
 受取利息 2 7
 受取配当金 9 11
 持分法による投資利益 0 ―
 受取賃貸料 4 3
 デリバティブ評価益 ― 7
 その他 23 18
 営業外収益合計 39 48

営業外費用 
 支払利息 9 9
 持分法による投資損失 ― 0
 為替差損 0 12
 売上割引 5 5
 デリバティブ評価損 2 ―
 デリバティブ決済損 13 7
 その他 5 4
 営業外費用合計 37 38

経常損失（△） △757 △356

特別損失 
 固定資産除却損 0 1
 投資有価証券評価損 0 ―
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10 ―
 特別損失合計 10 1

税金等調整前四半期純損失（△） △767 △358

法人税等 81 11

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △849 △369

四半期純損失（△） △849 △369
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 (6) 添付資料 ７頁 

  ４．四半期連結財務諸表 

   （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：百万円)

  前第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) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △849 △216

その他の包括利益  
 その他有価証券評価差額金 △47 △16
 為替換算調整勘定 8 57
 その他の包括利益合計 △38 40

四半期包括利益 △888 △176

（内訳）  
 親会社株主に係る四半期包括利益 △888 △176
 少数株主に係る四半期包括利益 ― ―
    

 

(訂正後) 
(単位：百万円)

  前第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) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △849 △369

その他の包括利益  
 その他有価証券評価差額金 △47 △16
 為替換算調整勘定 8 57
 その他の包括利益合計 △38 40

四半期包括利益 △888 △329

（内訳）  
 親会社株主に係る四半期包括利益 △888 △329
 少数株主に係る四半期包括利益 ― ―
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 (7) 添付資料 ８頁 

  ５．補足情報 

   受注及び販売の状況 

   ① 受注実績 

 

(訂正前) 
 
 当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％) 
受注残高(百万円) 

前年同四半期比
(％) 

日本 6,330 102.1 5,893 95.0

中国 179 100.7 701 91.8

合計 6,509 102.1 6,595 94.6

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(訂正後) 
 
 当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％) 
受注残高(百万円) 

前年同四半期比
(％) 

日本 6,289 101.5 5,852 94.3

中国 179 100.7 701 91.8

合計 6,468 101.4 6,554 94.0

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

以 上 

 


