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（再訂正）「平成 22 年 3月期 第 2四半期決算短信」の一部訂正について 
 

 

当社は、下記の通り平成 22 年 3 月期 第 2 四半期決算短信にかかる一部再訂正を行いました

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 21 年 11 月 9 日付「平成 22 年 3 月期 第 2四半期決算短信」及び平成 22 年 7 月 23 日

付「平成 22 年 3 月期 第 2四半期決算短信の一部訂正」 

   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22年３月期第２四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成22年３月期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

  

  

平成22年３月期 第２四半期決算短信 

        平成21年11月９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） 取締役常務執行役員 （氏名）小田 耕太郎 ＴＥＬ 03-3519-7250 

四半期報告書提出予定日 平成21年11月10日     

配当支払開始予定日 ―     

  （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 ％ 

22年３月期第２四半期  1,944  13.1  △737 ―  △1,342 ―  △1,242 ― 

21年３月期第２四半期  1,719 ―  △328 ―  △711 ―  △495 ― 

  
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 

22年３月期第２四半期  △9,788.18  △9,712.28

21年３月期第２四半期  △4,204.05  △4,171.17

  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 

22年３月期第２四半期  67,521  14,985  21.8  115,902.55

21年３月期  73,976  16,300  21.7  126,532.41

（参考）自己資本 22年３月期第２四半期 14,718百万円   21年３月期 16,048百万円 

  
１株当たり配当金

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 

21年３月期 ― 0.00 ― 2,000.00  2,000.00

22年３月期 ― 0.00     
22年３月期（予想）   ― 2,000.00  2,000.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 無

  （％表示は対前期増減率）

  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 

通期  10,000  45.8  4,000  52.3  2,500  34.3  1,400  122.2  11,029.18

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無



４．その他 

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

  

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成21年５月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、【定性的情報・財務諸表等】の３．連

結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

なお、１株当たり当期純利益につきましては、株式数の変更により修正しております。 

（１）期中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）簡便な会計処理及び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変更 無 

② ①以外の変更 無 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年３月期第２四半期 126,986株 21年３月期 126,832株

② 期末自己株式数 22年３月期第２四半期 0株 21年３月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年３月期第２四半期 126,936株 21年３月期第２四半期 117,854株



  

（訂正後） 

  

１．平成22年３月期第２四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成22年３月期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

  

  

平成22年３月期 第２四半期決算短信 

        平成21年11月９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） 取締役常務執行役員 （氏名）小田 耕太郎 ＴＥＬ 03-3519-7250 

四半期報告書提出予定日 平成21年11月10日     

配当支払開始予定日 ―     

  （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 ％ 

22年３月期第２四半期  1,944  13.1  △737 ―  △1,342 ―  △1,242 ― 

21年３月期第２四半期  1,719 ―  △328 ―  △711 ―  △495 ― 

  
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 

22年３月期第２四半期  △9,788.18 ― 

21年３月期第２四半期  △4,204.05 ― 

  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 

22年３月期第２四半期  65,255  12,719  19.1  98,058.06

21年３月期  71,710  14,034  19.2  108,666.26

（参考）自己資本 22年３月期第２四半期 12,452百万円   21年３月期 13,782百万円 

  
１株当たり配当金

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 

21年３月期 ― 0.00 ― 2,000.00  2,000.00

22年３月期 ― 0.00     
22年３月期（予想）   ― 2,000.00  2,000.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 無

  （％表示は対前期増減率）

  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 

通期  10,000  117.7  4,000 1,007.9  2,500 ―  1,400 ―  11,029.18

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無



４．その他 

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

  

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成21年５月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、【定性的情報・財務諸表等】の３．連

結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

なお、１株当たり当期純利益につきましては、株式数の変更により修正しております。 

  

（１）期中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）簡便な会計処理及び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変更 無 

② ①以外の変更 無 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年３月期第２四半期 126,986株 21年３月期 126,832株

② 期末自己株式数 22年３月期第２四半期 0株 21年３月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年３月期第２四半期 126,936株 21年３月期第２四半期 117,854株



  

（訂正前）  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、67,521百万円となり、前連結会計年度末比6,454百万円の減少となりまし

た。純資産は14,985百万円となり、自己資本比率は21.8％と前連結会計年度末と同水準を維持しております。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結会計期間末における連結ベースでの現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ33百万円減少し3,810百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は1,091百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失1,406百万円およ

び法人税等の支払額1,226百万円によるものとなります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は3,429百万円となりました。主な要因は、江差風力開発㈱、平生風力開発㈱および珠

洲風力開発㈱における風力発電所建設に伴う固定資産の取得が増加したことによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は4,486百万円となりました。主な要因は、銀行借入金および社債発行によるものとな

ります。 

  

  

（訂正後）  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、65,255百万円となり、前連結会計年度末比6,454百万円の減少となりまし

た。純資産は12,719百万円となり、自己資本比率は19.1％と前連結会計年度末と同水準を維持しております。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結会計期間末における連結ベースでの現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ33百万円減少し3,810百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は1,091百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失1,406百万円およ

び法人税等の支払額1,226百万円によるものとなります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は3,429百万円となりました。主な要因は、江差風力開発㈱、平生風力開発㈱および珠

洲風力開発㈱における風力発電所建設に伴う固定資産の取得が増加したことによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は4,486百万円となりました。主な要因は、銀行借入金および社債発行によるものとな

ります。 

  

  

  

（訂正前）  

（１）期中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）  

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び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。 

定性的情報・財務諸表等

２．連結財政状態に関する定性的情報

４．その他



  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更  

該当事項はありません。 

  

（訂正後）  

（１）期中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）  

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び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）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更  

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

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）  

  

５．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

     
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９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21年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,332,172 5,273,425

  売掛金 3,980,109 4,383,788

  商品及び製品 21,816 25,690

  仕掛品 417,516 369,892

  原材料及び貯蔵品 635,717 609,206

  前渡金 44,146 41,978

  繰延税金資産 366,694 257,798

  その他 2,303,929 717,123

  流動資産合計 13,102,104 11,678,903

 固定資産 

  有形固定資産 

   機械装置及び運搬具（純額） 28,623,904 22,563,594

   建設仮勘定 19,359,964 34,847,153

   その他（純額） 3,023,705 1,917,567

   有形固定資産合計 51,007,574 59,328,315

  無形固定資産 165,159 41,151

  投資その他の資産 3,246,925 2,927,872

  固定資産合計 54,419,660 62,297,339

 資産合計 67,521,764 73,976,243

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 46,509 －

  短期借入金 18,797,145 15,575,845

  １年内返済予定の長期借入金 10,958,110 12,196,917

  １年内償還予定の社債 1,060,000 880,000

  未払金 128,217 303,656

  未払法人税等 66,764 1,319,253

  仮受金 8 8,504,854

  その他 443,295 559,643

  流動負債合計 31,500,052 39,340,170

 固定負債 

  社債 7,990,000 5,520,000

  長期借入金 12,768,431 12,636,299

  その他 277,441 179,613

  固定負債合計 21,035,872 18,335,913

 負債合計 52,535,925 57,676,084



  

（単位：千円）

    
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９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21年３月31日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 7,135,773 7,121,548

  資本剰余金 7,011,642 6,997,416

  利益剰余金 423,758 1,919,895

  株主資本合計 14,571,174 16,038,860

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 259,151 119,601

  繰延ヘッジ損益 △135,073 △132,104

  為替換算調整勘定 22,748 22,001

  評価・換算差額等合計 146,826 9,498

 新株予約権 161,050 142,312

 少数株主持分 106,788 109,487

 純資産合計 14,985,839 16,300,158

負債純資産合計 67,521,764 73,976,243



  

（訂正後）  

  

（単位：千円）

     
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９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21年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,332,172 5,273,425

  売掛金 1,600,809 2,004,488

  商品及び製品 21,816 25,690

  仕掛品 417,516 369,892

  原材料及び貯蔵品 635,717 609,206

  前渡金 44,146 41,978

  繰延税金資産 366,694 257,798

  その他 2,417,229 830,423

  流動資産合計 10,836,104 9,412,903

 固定資産 

  有形固定資産 

   機械装置及び運搬具（純額） 28,623,904 22,563,594

   建設仮勘定 19,359,964 34,847,153

   その他（純額） 3,023,705 1,917,567

   有形固定資産合計 51,007,574 59,328,315

  無形固定資産 165,159 41,151

  投資その他の資産 3,246,925 2,927,872

  固定資産合計 54,419,660 62,297,339

 資産合計 65,255,764 71,710,243

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 46,509 －

  短期借入金 18,797,145 15,575,845

  １年内返済予定の長期借入金 10,958,110 12,196,917

  １年内償還予定の社債 1,060,000 880,000

  未払金 128,217 303,656

  未払法人税等 66,764 1,319,253

  仮受金 8 8,504,854

  その他 443,295 559,643

  流動負債合計 31,500,052 39,340,170

 固定負債 

  社債 7,990,000 5,520,000

  長期借入金 12,768,431 12,636,299

  その他 277,441 179,613

  固定負債合計 21,035,872 18,335,913

 負債合計 52,535,925 57,676,084



  

（単位：千円）

    
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９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21年３月31日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 7,135,773 7,121,548

  資本剰余金 7,011,642 6,997,416

  利益剰余金 △1,842,241 △346,104

  株主資本合計 12,305,174 13,772,860

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 259,151 119,601

  繰延ヘッジ損益 △135,073 △132,104

  為替換算調整勘定 22,748 22,001

  評価・換算差額等合計 146,826 9,498

 新株予約権 161,050 142,312

 少数株主持分 106,788 109,487

 純資産合計 12,719,839 14,034,158

負債純資産合計 65,255,764 71,710,243


