
 

 

 
平成 24 年 2月 14 日 

各      位 
東 京 都 品 川 区 東 品 川 四 丁 目 1 2 番 ８ 号 
株 式 会 社 Ｓ Ｊ Ｉ 
代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長  李  堅 

（ＪＡＳＤＡＱ：２３１５） 
問 合 せ 先 ： 
常 務 執 行 役 員  コ ー ポ レ ー ト 統 轄 本 部 長  大 槻  二 郎 

℡ 0 3 - 5 7 6 9 - 8 2 0 0（代表） 
 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 24 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 

平成 23 年 11 月 14 日付にて発表いたしました「平成 24 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」につきまして、訂正がありましたのでお知らせします。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信いたします。 
 

 
１．訂正の理由 

一部の海外連結子会社において、平成 24 年 3 月期 第 2四半期決算の税効果会計の処理を見直した結

果、第 2四半期決算短信の訂正が必要と判断したことに伴い、これに関連する箇所の訂正を行いました。 

 

 

２．訂正箇所 

  訂正箇所については、訂正前と訂正後を添付のうえ、＿を付して示しております。 
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【訂正後】 

 

 
  

 
【訂正前】 
  

 

 
  

【訂正後】 

 

 
  
  

（訂正箇所１）

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

（１）連結経営成績(累計)

【訂正前】
(％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２四半期 7,433 △5.4 167 185.9 824 ― 930 ―

23年３月期第２四半期 7,857 △22.4 58 △61.0 △117 ― △400 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期1,139百万円( ― ％) 23年３月期第２四半期△730百万円( ― ％)

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２四半期 7,433 △5.4 167 185.9 606 ― 930 ―

23年３月期第２四半期 7,857 △22.4 58 △61.0 △117 ― △400 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期1,138百万円( ― ％) 23年３月期第２四半期△730百万円( ― ％)

（訂正箇所２）

（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２四半期 30,178 16,552 39.2

23年３月期 23,566 12,290 46.3

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 11,837百万円 23年３月期 10,901百万円

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 30,479 16,260 38.8

23年３月期 23,566 12,290 46.3

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 11,836百万円 23年３月期 10,901百万円
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【訂正前】 

（省略） 

以上により、当第２四半期連結累計期間における売上高は7,433百万円（前第２四半期比5.4％減）、
営業利益は167百万円（前第２四半期比185.9％）、経常利益は824百万円（前第２四半期 経常損失117
百万円）、四半期純利益は930百万円（前第２四半期 四半期純損失400百万円）となりました。 

  

【訂正後】 

（省略） 

以上により、当第２四半期連結累計期間における売上高は7,433百万円（前第２四半期比5.4％減）、
営業利益は167百万円（前第２四半期比185.9％）、経常利益は606百万円（前第２四半期 経常損失117
百万円）、四半期純利益は930百万円（前第２四半期 四半期純損失400百万円）となりました。 

  
  

【訂正前】 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は30,178百万円（前連結会計年度比28.1％増）となりま
した。これは主に現金及び預金が3,119百万円増加したことなどによるものであります。 
 当第２四半期連結会計期間末における負債は13,626百万円（前連結会計年度比20.8％増）となりまし
た。これは主に短期借入金が2,252百万円増加したことなどによるものであります。 
 当第２四半期連結会計期間末における純資産は16,552百万円(前連結会計年度比34.7％増)となりまし
た。これは主に少数株主持分が3,325百万円増加したことなどによるものであります。 

  

【訂正後】 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は30,479百万円（前連結会計年度比29.3％増）となりま
した。これは主に現金及び預金が3,119百万円増加したことなどによるものであります。 
 当第２四半期連結会計期間末における負債は14,218百万円（前連結会計年度比26.1％増）となりまし
た。これは主に短期借入金が2,252百万円増加したことなどによるものであります。 
 当第２四半期連結会計期間末における純資産は16,260百万円(前連結会計年度比32.3％増)となりまし
た。これは主に少数株主持分が3,034百万円増加したことなどによるものであります。 

  

（訂正箇所３）

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

（訂正箇所４）

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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【訂正前】 

 

 
  

（訂正箇所５）
４．四半期連結財務諸表
（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

（省略）

固定資産

有形固定資産 256,794 475,893

無形固定資産

のれん 826,603 2,861,208

その他 404,099 469,287

無形固定資産合計 1,230,702 3,330,496

投資その他の資産

投資有価証券 3,379,823 3,068,158

投資不動産（純額） 1,911,204 1,798,053

その他 838,113 744,627

貸倒引当金 △156,242 △143,116

投資その他の資産合計 5,972,899 5,467,723

固定資産合計 7,460,396 9,274,113

資産合計 23,566,652 30,178,896

負債の部

（省略）

固定負債

長期借入金 1,899,615 1,459,137

その他 82,000 68,380

固定負債合計 1,981,615 1,527,517

負債合計 11,275,865 13,626,191

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

（省略）

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,987 △877

繰延ヘッジ損益 △5,345 △3,678

為替換算調整勘定 △864,656 △714,081

その他の包括利益累計額合計 △867,014 △718,637

少数株主持分 1,389,504 4,715,444

純資産合計 12,290,787 16,552,704

負債純資産合計 23,566,652 30,178,896
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【訂正後】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

（省略）

固定資産

有形固定資産 256,794 475,893

無形固定資産

のれん 826,603 3,161,346

その他 404,099 469,287

無形固定資産合計 1,230,702 3,630,634

投資その他の資産

投資有価証券 3,379,823 3,068,158

投資不動産（純額） 1,911,204 1,798,053

その他 838,113 744,627

貸倒引当金 △156,242 △143,116

投資その他の資産合計 5,972,899 5,467,723

固定資産合計 7,460,396 9,574,251

資産合計 23,566,652 30,479,033

負債の部

（省略）

固定負債

長期借入金 1,899,615 1,459,137

その他 82,000 660,523

固定負債合計 1,981,615 2,119,661

負債合計 11,275,865 14,218,335

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

（省略）

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,987 △877

繰延ヘッジ損益 △5,345 △3,678

為替換算調整勘定 △864,656 △714,748

その他の包括利益累計額合計 △867,014 △719,304

少数株主持分 1,389,504 4,424,106

純資産合計 12,290,787 16,260,698

負債純資産合計 23,566,652 30,479,033
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【訂正前】 

 
  

【訂正後】 

（修正箇所６）

（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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

（省略）

営業外収益

受取利息 25,491 41,486

受取配当金 768 1,821

持分法による投資利益 217,415 1,022,177

その他 83,509 56,953

営業外収益合計 327,185 1,122,440

営業外費用

支払利息 67,298 83,872

為替差損 379,575 349,454

その他 56,544 32,146

営業外費用合計 503,418 465,473

経常利益又は経常損失（△） △117,609 824,588

特別利益

固定資産売却益 169 124

関係会社出資金売却益 － 162,862

段階取得に係る差益 － 358,228

特別利益合計 169 521,215

（省略）

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

（省略）

営業外収益

受取利息 25,491 41,486

受取配当金 768 1,821

持分法による投資利益 217,415 803,868

その他 83,509 56,953

営業外収益合計 327,185 904,130

営業外費用

支払利息 67,298 83,872

為替差損 379,575 349,454

その他 56,544 32,146

営業外費用合計 503,418 465,473

経常利益又は経常損失（△） △117,609 606,278

特別利益

固定資産売却益 169 124

関係会社出資金売却益 － 162,862

段階取得に係る差益 － 576,538

特別利益合計 169 739,525

（省略）
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【訂正前】 

 
  

【訂正後】 

（訂正箇所７）

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△324,872 992,211

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,707 △3,865

繰延ヘッジ損益 1,196 1,667

為替換算調整勘定 △246,436 312,309

持分法適用会社に対する持分相当額 △163,368 △162,547

その他の包括利益合計 △405,901 147,565

四半期包括利益 △730,774 1,139,776

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △689,291 1,079,350

少数株主に係る四半期包括利益 △41,482 60,425

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△324,872 992,211

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,707 △3,865

繰延ヘッジ損益 1,196 1,667

為替換算調整勘定 △246,436 △59,024

持分法適用会社に対する持分相当額 △163,368 207,473

その他の包括利益合計 △405,901 146,251

四半期包括利益 △730,774 1,138,463

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △689,291 1,078,683

少数株主に係る四半期包括利益 △41,482 59,779
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【訂正前】 

 
  

【訂正後】 

（訂正箇所８）

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

（省略）

為替差損益（△は益） △54,555 △56,271

持分法による投資損益（△は益） △217,415 △1,022,177

段階取得に係る差損益（△は益） － △358,228

関係会社出資金売却損益(△は益) － 51,723

（省略）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

（省略）

為替差損益（△は益） △54,555 △56,271

持分法による投資損益（△は益） △217,415 △803,868

段階取得に係る差損益（△は益） － △576,538

関係会社出資金売却損益(△は益) － 51,723

（省略）
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

３．報告セグメントごとの資産に関する情報 

【訂正前】 

当第２四半期連結累計期間において、LianDi Clean Technology Inc.の株式を取得し、新たに連結の

範囲に含めております。また、当第２四半期連結累計期間において科大恒星電子商務技術有限公司及び

北京宝利信通科技有限公司の全ての持分を譲渡し、連結の範囲から除外しております。  

 これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの資産の金

額は、「中国」において4,891百万円増加しております。 

  

【訂正後】 

当第２四半期連結累計期間において、LianDi Clean Technology Inc.の株式を取得し、新たに連結の

範囲に含めております。また、当第２四半期連結累計期間において科大恒星電子商務技術有限公司及び

北京宝利信通科技有限公司の全ての持分を譲渡し、連結の範囲から除外しております。  

 これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの資産の金

額は、「中国」において5,191百万円増加しております。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

(のれんの金額の重要な変動) 

【訂正前】 

「中国」セグメントにおいて、LianDi Clean Technology Inc.の株式を追加取得したことによりのれ

んが発生しております。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、2,234百万円であります。 

  

【訂正後】 

「中国」セグメントにおいて、LianDi Clean Technology Inc.の株式を追加取得したことによりのれ

んが発生しております。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、2,534百万円であります。 

  

（訂正箇所９）

（５）セグメント情報等

（訂正箇所10）
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