
 

平成23年８月11日 

各 位 

会 社 名    株式会社 イトーヨーギョー  

代表者名    代表取締役社長 畑 中  浩  

（コード番号 ５２８７ 大証第二部）  

問合せ先    取締役管理部長 霞  良 治  

（ＴＥＬ ０６－４７９９－８８５０）  

 

（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〕(非連結)」

の一部訂正について 

平成23年７月29日 15時 20分に発表致しました表記開示資料について、訂正すべき事項があ

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

送信致します。 

 訂正箇所は＿＿線で示しております。 

 

 

【訂正箇所１】 

 サマリー情報 

 

 <訂正前> 

 

（略） 

 

 <訂正後> 

 

（略） 

（百万円未満切捨て）

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

 （１）経営成績(累計)
　　　（％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期第１四半期 410 △16.5 △43 ― △45 ― △46 ―
23年３月期第１四半期 491 △4.8 △20 ― △18 ― △15 ―

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

（百万円未満切捨て）

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

 （１）経営成績(累計)
　　　（％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期第１四半期 410 △16.5 △43 ― △46 ― △46 ―
23年３月期第１四半期 491 △4.8 △20 ― △18 ― △15 ―

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

 -1- 



 

【訂正箇所２】 

 ２ページ １.当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する定性的情報 

 

 <訂正前> 

（略） 

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は４億10百万円（前年同期比16.5％減）、営業損失は

43 百万円（同 22 百万円の悪化）、経常損失は 46 百万円(同 27 百万円の悪化）、四半期純損失は 46

百万円（同30百万円の悪化）となりました。 

 

 

 <訂正後> 

（略） 

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は４億10百万円（前年同期比16.5％減）、営業損失は

43 百万円（同 22 百万円の悪化）、経常損失は 45 百万円(同 26 百万円の悪化）、四半期純損失は 46

百万円（同30百万円の悪化）となりました。 

 

 

 -2- 



 

【訂正箇所３】 

 ６～７ページ ４.四半期財務諸表（２）四半期損益計算書 

 

 <訂正前> 

  ６ページ 

（単位：千円）
前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日

　至 平成23年６月30日  )

（略） 
　消耗品費 2,384 1,928

　研究開発費 11,792 9,719

　その他 14,086 13,789

　販売費及び一般管理費合計 219,916 195,795

営業損失（△） △20,703 △43,550

営業外収益

　受取利息 6 1

　受取配当金 978 825

　仕入割引 145 93

　スクラップ売却益 2,696 379

　雑収入 835 284

　営業外収益合計 4,663 1,584

営業外費用

　支払利息 615 183

　減価償却費 258 543

　為替差損 1,163 763

　支払手数料 0 -

　事務所移転費用 - 2,563

　営業外費用合計 2,037 4,054

経常損失（△） △18,077 △46,020  
 

 

  ７ページ 

（単位：千円）
前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 ６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日

　至 平成22年 平成23年６月30日)
特別利益

　固定資産売却益 1,269 -

　貸倒引当金戻入額 - 729

　完成工事補償引当金戻入額 163 276

　役員退職慰労引当金戻入額 2,020 -

　特別利益合計 3,452 1,005 

（略） 

 

 -3- 



 

 <訂正後> 

  ６ページ 

（単位：千円）
前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日

　至 平成23年６月30日)  

 

（略）

 

　消耗品費 2,384 1,928

　研究開発費 11,792 9,719

　その他 14,086 13,513

　販売費及び一般管理費合計 219,916 195,519

営業損失（△） △20,703 △43,274

営業外収益

　受取利息 6 1

　受取配当金 978 825

　仕入割引 145 93

　スクラップ売却益 2,696 379

　貸倒引当金戻入額 - 729

　雑収入 835 284

　営業外収益合計 4,663 2,313

営業外費用

　支払利息 615 183

　減価償却費 258 543

　為替差損 1,163 763

　支払手数料 0 -

　事務所移転費用 - 2,563

　営業外費用合計 2,037 4,054

経常損失（△） △18,077 △45,015

（略） 

 

 

  ７ページ 
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日

　至 平成23年６月30日)
特別利益

　固定資産売却益 1,269 -

　完成工事補償引当金戻入額 163 -

　役員退職慰労引当金戻入額 2,020 -

　特別利益合計 3,452 -

（略） 

 -4- 



 

 -5- 

 

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差額調整に関する事項）

（単位：千円）

利　　　益 金　　　額

報告セグメント計 △ 48,985

棚卸資産の調整額 3,970

四半期損益計算書の経常損失（△） △ 45,015

【訂正箇所４】 

 ９ページ ４.四半期財務諸表（５）セグメント情報等 

 

 <訂正前> 

（略）

 

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差額調整に関する事項）

（単位：千円）

利　　　益 金　　　額

報告セグメント計 △ 48,985

棚卸資産の調整額 3,970

その他（注） △ 1,005

四半期損益計算書の経常損失（△） △ 46,020

（注）　勘定科目の表示組替により発生した調整額であります。

 

 

 <訂正後> 

（略） 

 

以 上 


