
平成 24 年 11 月 14 日 

各  位 

 

会 社 名     は る や ま 商 事 株 式 会 社              

代表者名 代表取締役社長執行役員 治山 正史 

（コード番号 ７４１６ 東証第１部） 

問合せ先 執 行 役 員 岡部 勝之 

（ＴＥＬ ０８６－２２６－７１０１） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成24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 

 

 本日、「過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、平成24年２月10日に発

表いたしました「平成24年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載事項の一部に訂正すべき

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、訂正箇所には 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】 

「サマリー情報 １ページ」 

（訂正前） 
１．平成 24 年３月期第３四半期の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23年 12 月 31 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３四半期 35,782 △0.6 △215 － △19 － △597 － 
23 年３月期第３四半期 35,982 △0.2 91 － 215 343.6 △844 － 

（注）包括利益  24 年３月期第３四半期 △585 百万円（－％） 23 年３月期第３四半期 △813 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３四半期 △36.75 － 
23 年３月期第３四半期 △51.90 － 

 
（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３四半期 55,253 30,693 55.5 
23 年３月期 54,252 31,526 58.1 

（参考）自己資本 24 年３月期第３四半期 30,689 百万円 23 年３月期 31,526 百万円 

 

（訂正後） 
１．平成 24 年３月期第３四半期の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23年 12 月 31 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３四半期 35,782 △0.6 △215 － △19 － △548 － 
23 年３月期第３四半期 35,982 △0.2 91 － 215 343.6 △844 － 

（注）包括利益  24 年３月期第３四半期 △536 百万円（－％） 23 年３月期第３四半期 △813 百万円（－％）
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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３四半期 △33.74 － 
23 年３月期第３四半期 △51.90 － 

 
（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３四半期 55,302 30,742 55.6 
23 年３月期 54,252 31,526 58.1 

（参考）自己資本 24 年３月期第３四半期 30,738 百万円 23 年３月期 31,526 百万円 

 
 

「2 ページ」 
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） 
 ～前略～ 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高 357 億８千２百万円（前年同四半期比 0.6％減）、営業

損失２億１千５百万円（前年同四半期は営業利益９千１百万円）、経常損失１千９百万円（前年同四半期は経常利益２億１千

５百万円）、四半期純損失５億９千７百万円（前年同四半期は四半期純損失８億４千４百万円）となりました。 
 ～後略～ 
 
（訂正後） 
 ～前略～ 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高 357 億８千２百万円（前年同四半期比 0.6％減）、営業

損失２億１千５百万円（前年同四半期は営業利益９千１百万円）、経常損失１千９百万円（前年同四半期は経常利益２億１千

５百万円）、四半期純損失５億４千８百万円（前年同四半期は四半期純損失８億４千４百万円）となりました。 
 ～後略～ 

 
 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 
当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に商品が 17 億８千３百万円増加（前第３四半期連結会計期間末に

比べると６億８千５百万円増加）したこと等の理由により流動資産が 13 億９千３百万円増加いたしました。一方で、固定資

産が３億９千３百万円減少した結果、総資産は前期末に比べ 10 億円増加し、552 億５千３百万円となりました。 
負債につきましては、短期借入金による資金調達をおこなったことや、リース債務が増加した一方で、長期借入金の返済

をおこなったこと等の理由により、前期末に比べて 18 億３千４百万円増加し、245 億６千万円となりました。 
純資産につきましては、２億５千２百万円の期末配当を実施したことや、５億９千７百万円の第３四半期純損失を計上し

たことなどにより、利益剰余金が８億４千９百万円減少し、306 億９千３百万円となりました。 
 

（訂正後） 
当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に商品が 17 億８千３百万円増加（前第３四半期連結会計期間末に

比べると６億８千５百万円増加）したこと等の理由により流動資産が 13 億９千３百万円増加いたしました。一方で、固定資

産が３億４千３百万円減少した結果、総資産は前期末に比べ 10 億４千９百万円増加し、553 億２百万円となりました。 
負債につきましては、短期借入金による資金調達をおこなったことや、リース債務が増加した一方で、長期借入金の返済

をおこなったこと等の理由により、前期末に比べて 18 億３千４百万円増加し、245 億６千万円となりました。 
純資産につきましては、２億５千２百万円の期末配当を実施したことや、５億４千８百万円の第３四半期純損失を計上し

たことなどにより、利益剰余金が８億円減少し、307 億４千２百万円となりました。 
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「3 ページ」 
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：千円）

 前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間

 （平成23年３月31日） （平成23年12月31日）

資産の部  

～省略～ 

投資その他の資産  

差入保証金  6,604,543 6,528,168

その他  5,142,009 4,644,399

貸倒引当金  △31,659 △31,445

投資その他の資産合計  11,714,894 11,141,123

固定資産合計  31,583,754 31,190,752

資産合計  54,252,960 55,253,288

負債の部  

～省略～ 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,991,368 3,991,368

資本剰余金 3,864,978 3,864,978

利益剰余金 23,968,197 23,118,268

自己株式 △287,730 △287,744

株主資本合計 31,536,813 30,686,870

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 △10,232 2,434

繰延ヘッジ損益 353 219

その他の包括利益累計額合計 △9,879 2,654

新株予約権 － 3,516

純資産合計 31,526,934 30,693,041

負債純資産合計  54,252,960 55,253,288 
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（訂正後）  

（単位：千円）

 前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間

 （平成23年３月31日） （平成23年12月31日）

資産の部  

～省略～ 

投資その他の資産  

差入保証金  6,604,543 6,528,168

その他  5,142,009 4,693,406

貸倒引当金  △31,659 △31,445

投資その他の資産合計  11,714,894 11,190,130

固定資産合計  31,583,754 31,239,759

資産合計  54,252,960 55,302,296

負債の部  

～省略～ 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,991,368 3,991,368

資本剰余金 3,864,978 3,864,978

利益剰余金 23,968,197 23,167,275

自己株式 △287,730 △287,744

株主資本合計 31,536,813 30,735,877

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 △10,232 2,434

繰延ヘッジ損益 353 219

その他の包括利益累計額合計 △9,879 2,654

新株予約権 － 3,516

純資産合計 31,526,934 30,742,048

負債純資産合計  54,252,960 55,302,296 
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「５ページ」 

 （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３四半期連結累計期間） 

（訂正前）  

（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

 （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 

 至  平成22年12月31日） 至  平成23年12月31日）

～省略～ 

税金等調整前四半期純損失（△）  △684,169 △139,612 

法人税、住民税及び事業税  138,195 130,933 

法人税等調整額  21,796 327,270 

法人税等合計  159,991 458,203 

少数株主損益調整前四半期純損失（△）  △844,161 △597,816 

四半期純損失（△）  △844,161 △597,816 

 

（訂正後）  

（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

 （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 

 至  平成22年12月31日） 至  平成23年12月31日）

～省略～ 

税金等調整前四半期純損失（△）  △684,169 △139,612 

法人税、住民税及び事業税  138,195 130,933 

法人税等調整額  21,796 278,263 

法人税等合計  159,991 409,196 

少数株主損益調整前四半期純損失（△）  △844,161 △548,808 

四半期純損失（△）  △844,161 △548,808 
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「６ページ」 

（四半期連結包括利益計算書） 

 （第３四半期連結累計期間） 

（訂正前）  

（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

 （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 

 至  平成22年12月31日） 至  平成23年12月31日）

少数株主損益調整前四半期純損失（△）  △844,161 △597,816 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金  33,642 12,667 

繰延ヘッジ損益  △3,425 △133 

その他の包括利益合計  30,217 12,534 

四半期包括利益  △813,944 △585,282 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益  △813,944 △585,282 

少数株主に係る四半期包括利益  － － 

 

（訂正後）  

 （単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

 （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 

 至 平成22年12月31日） 至 平成23年12月31日）

少数株主損益調整前四半期純損失（△）  △844,161 △548,808 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金  33,642 12,667 

繰延ヘッジ損益  △3,425 △133 

その他の包括利益合計  30,217 12,534 

四半期包括利益  △813,944 △536,274 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益  △813,944 △536,274 

少数株主に係る四半期包括利益  － － 
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