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（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 
 

 

当社は、下記の通り平成 24 年 3 月期 第 1 四半期決算短信にかかる一部訂正を行いましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 訂正の理由及び経緯 

平成 25 年 4 月 19 日付で開示いたしました「訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算

短信の一部再訂正に関するお知らせ」の「1.訂正の理由及び経緯」の通り、平成 21 年 3 月

期決算短信を再訂正いたしました。 

 当該決算訂正により、平成 21 年 3 月期以降の決算短信についても記載事項の一部を訂正

する必要が生じましたので一部訂正を行うものです。 

 

2. 訂正を行う決算短信等 

   平成 23 年 8 月 12 日付「平成 24 年 3 月期 第 1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

   訂正箇所につきましては、＿を付して表示しております。 

 

以 上 



  

（訂正前） 

  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  

平成24年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年８月12日

上場会社名 日本風力開発株式会社 上場取引所 東

コード番号 2766 ＵＲＬ http://www.jwd.co.jp/ 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）塚脇 正幸 

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役専務 （氏名）小田 耕太郎 ＴＥＬ 03-3519-7250 

四半期報告書提出予定日 平成23年８月15日     

配当支払開始予定日 ―     

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無      

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  （百万円未満切捨て）

（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  1,447  19.2  △422 ―  △708 ―  △1,380 ― 

23年３月期第１四半期  1,214  38.6  △616 ―  △979 ―  △1,344 ― 

（注）包括利益 24年３月期第１四半期 △1,556百万円（―％）   23年３月期第１四半期 △1,610百万円 （―％） 

  
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  △9,187.72 ― 

23年３月期第１四半期  △8,958.19 ― 

  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 

24年３月期第１四半期  85,964  14,236  13.0  74,547.87

23年３月期  86,235  15,778  14.7  84,400.74

（参考）自己資本 24年３月期第１四半期 11,202百万円   23年３月期 12,668百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 
  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
23年３月期 ― 0.00 ― 0.00  0.00

24年３月期 ―       
24年３月期（予想）   0.00 ― 0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  2,250  12.8  △2,400 ―  △3,000 ―  △3,000 ―  △19,987.34

通期  8,500  62.0  △2,000 ―  △3,100 ―  △3,100 ―  △20,653.59

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規   ―社 （社名）            、除外   ―社 （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期１Ｑ 150,273株 23年３月期 150,095株

②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ ―株 23年３月期 ―株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 150,250株 23年３月期１Ｑ 150,095株



  

（訂正後） 

  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  

平成24年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年８月12日

上場会社名 日本風力開発株式会社 上場取引所 東

コード番号 2766 ＵＲＬ http://www.jwd.co.jp/ 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）塚脇 正幸 

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役専務 （氏名）小田 耕太郎 ＴＥＬ 03-3519-7250 

四半期報告書提出予定日 平成23年８月15日     

配当支払開始予定日 ―     

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無     

四半期決算説明会開催の有無 ： 無     

  （百万円未満切捨て）

（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  1,447  19.2  △422 ―  △708 ―  △1,380 ― 

23年３月期第１四半期  1,214  38.6  △616 ―  △979 ―  △1,344 ― 

（注）包括利益 24年３月期第１四半期 △1,556百万円（―％）   23年３月期第１四半期 △1,610百万円 （―％） 

  
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  △9,187.72 ― 

23年３月期第１四半期  △8,958.19 ― 

  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 

24年３月期第１四半期  83,698  11,970  10.7  59,468.64

23年３月期  83,969  13,512  12.4  69,303.63

（参考）自己資本 24年３月期第１四半期 8,936百万円   23年３月期 10,402百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

23年３月期 ― 0.00 ― 0.00  0.00

24年３月期 ―       
24年３月期（予想）   0.00 ― 0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  2,250  12.8  △2,400 ―  △3,000 ―  △3,000 ―  △19,987.34

通期  8,500  62.0  △2,000 ―  △3,100 ―  △3,100 ―  △20,653.59

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規   ―社 （社名）            、除外   ―社 （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期１Ｑ 150,273株 23年３月期 150,095株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ ―株 23年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 150,250株 23年３月期１Ｑ 150,095株



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  

（訂正前）  

(資産) 

流動資産は現金及び預金が増加した為、前連結会計年度末と比べ224百万円増加し、14,899百万円となりました。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ496百万円減少し、71,064百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末と比べ271百万円減少し、85,964百万円となりました。 

(負債) 

流動負債は、未払金が増加した為、前連結会計年度末と比べ2,229百万円増加し、42,628百万円となりました。固

定負債は、社債が減少した為、前連結会計年度末と比べ959百万円減少し、29,098百万円となりました。 

(純資産) 

純資産は、利益剰余金の減少の為、前連結会計年度末と比べ1,541百万円減少し、14,236百万円となりました。 

  

（訂正後）  

(資産) 

流動資産は現金及び預金が増加した為、前連結会計年度末と比べ224百万円増加し、15,013百万円となりました。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ496百万円減少し、68,684百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末と比べ271百万円減少し、83,698百万円となりました。 

(負債) 

流動負債は、未払金が増加した為、前連結会計年度末と比べ2,229百万円増加し、42,628百万円となりました。固

定負債は、社債が減少した為、前連結会計年度末と比べ959百万円減少し、29,098百万円となりました。 

(純資産) 

純資産は、利益剰余金の減少の為、前連結会計年度末と比べ1,541百万円減少し、11,970百万円となりました。 

  

  

  

（訂正前） 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の移動  

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

（訂正後）  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の移動  

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

（４）追加情報  

（今後の状況） 

平成25年４月12日付で、関東財務局長より発出された当社提出の第10期事業年度（自平成20年４月１日 至平成

21年３月31日）有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令（以下、「本件提出命令」といいます。）に従って、

当社は、平成25年４月19日付で第10期連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）の連結財務諸表

の訂正を行っております。これに伴い、当四半期連結会計期間及び当四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に

ついても訂正を行っております。 

しかし、当社としては本件提出命令には承服できないものとして、平成25年４月18日付で、東京地方裁判所に有

価証券報告書の虚偽記載に係る訂正報告書の提出命令取消の訴訟を提起いたしました。この訴訟の結果、当社の主

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



張が認められた場合には、四半期連結財務諸表を訂正する予定であります。 



  

（訂正前）  

  

３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

     
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 4,009,790 4,761,348

  売掛金 886,067 580,449

  商品及び製品 5,826,064 5,825,391

  仕掛品 3,243 15,537

  原材料及び貯蔵品 598,022 607,548

  繰延税金資産 1,262 1,262

  その他 3,350,790 3,108,447

  流動資産合計 14,675,241 14,899,983

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 10,524,913 10,356,384

   機械装置及び運搬具（純額） 35,057,492 34,366,883

   建設仮勘定 22,427,117 23,170,261

   その他（純額） 577,108 565,740

   有形固定資産合計 68,586,630 68,459,270

  無形固定資産 134,144 123,216

  投資その他の資産 2,839,654 2,481,569

  固定資産合計 71,560,430 71,064,056

 資産合計 86,235,671 85,964,040

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 15,347 19,731

  短期借入金 11,670,369 11,589,873

  １年内返済予定の長期借入金 8,398,341 8,398,005

  １年内償還予定の社債 1,360,000 960,000

  未払金 14,263,892 16,085,971

  未払法人税等 129,774 419,759

  仮受金 3,405,807 3,405,632

  その他 1,156,220 1,749,854

  流動負債合計 40,399,751 42,628,828

 固定負債 

  社債 7,000,000 6,200,000

  長期借入金 18,630,319 18,626,592

  資産除去債務 2,684,883 2,674,481

  その他 1,742,350 1,597,343

  固定負債合計 30,057,553 29,098,418

 負債合計 70,457,305 71,727,247



  

  

（単位：千円）

    
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） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 9,866,185 9,899,219

  資本剰余金 9,742,053 9,775,088

  利益剰余金 △6,424,799 △7,805,425

  株主資本合計 13,183,439 11,868,882

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 96,586 18,487

  繰延ヘッジ損益 △615,735 △687,734

  為替換算調整勘定 3,837 2,896

  その他の包括利益累計額合計 △515,311 △666,351

 新株予約権 337,155 286,235

 少数株主持分 2,773,082 2,748,026

 純資産合計 15,778,366 14,236,792

負債純資産合計 86,235,671 85,964,040



（訂正後）  

  

（単位：千円）

     
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 4,009,790 4,761,348

  売掛金 702,317 396,699

  商品及び製品 5,826,064 5,825,391

  仕掛品 3,243 15,537

  原材料及び貯蔵品 598,022 607,548

  繰延税金資産 1,262 1,262

  その他 3,647,840 3,405,497

  流動資産合計 14,788,541 15,013,283

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 10,524,913 10,356,384

   機械装置及び運搬具（純額） 35,057,492 34,366,883

   建設仮勘定 20,047,817 20,790,961

   その他（純額） 577,108 565,740

   有形固定資産合計 66,207,330 66,079,970

  無形固定資産 134,144 123,216

  投資その他の資産 2,839,654 2,481,569

  固定資産合計 69,181,130 68,684,756

 資産合計 83,969,671 83,698,040

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 15,347 19,731

  短期借入金 11,670,369 11,589,873

  １年内返済予定の長期借入金 8,398,341 8,398,005

  １年内償還予定の社債 1,360,000 960,000

  未払金 14,263,892 16,085,971

  未払法人税等 129,774 419,759

  仮受金 3,405,807 3,405,632

  その他 1,156,220 1,749,854

  流動負債合計 40,399,751 42,628,828

 固定負債 

  社債 7,000,000 6,200,000

  長期借入金 18,630,319 18,626,592

  資産除去債務 2,684,883 2,674,481

  その他 1,742,350 1,597,343

  固定負債合計 30,057,553 29,098,418

 負債合計 70,457,305 71,727,247



  

（単位：千円）

    
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） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 9,866,185 9,899,219

  資本剰余金 9,742,053 9,775,088

  利益剰余金 △8,690,799 △10,071,425

  株主資本合計 10,917,439 9,602,882

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 96,586 18,487

  繰延ヘッジ損益 △615,735 △687,734

  為替換算調整勘定 3,837 2,896

  その他の包括利益累計額合計 △515,311 △666,351

 新株予約権 337,155 286,235

 少数株主持分 2,773,082 2,748,026

 純資産合計 13,512,366 11,970,792

負債純資産合計 83,969,671 83,698,040
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