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平成23年５月12日に提出した第100期第１四半期（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）の

四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書

の訂正報告書を提出するものです。 

 なお、四半期連結財務諸表の記載事項にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せ

て修正後のXBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。 

  

 第一部 企業情報 

  第１ 企業の概況 

   １ 主要な経営指標等の推移 

  

  第２ 事業の状況 

   ４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

     (1)  業績の状況 

  

  第５ 経理の状況 

   １ 四半期連結財務諸表 

     (2)  四半期連結損益計算書 

     第１四半期連結累計期間 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】



  
第一部 【企業情報】

  

第１ 【企業の概況】 
  

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

（訂正前） 

 
(注) ＜略＞ 

  

回次
第99期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第100期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第99期

会計期間

自 平成22年
   １月１日
至 平成22年 
   ３月31日

自 平成23年
   １月１日
至 平成23年 
   ３月31日

自 平成22年
   １月１日
至 平成22年 
   12月31日

売上高 (百万円) 610,601 691,246 2,346,081

経常利益 (百万円) 13,757 38,432 42,148

四半期(当期)純利益 (百万円) 8,152 20,472 15,956

純資産額 (百万円) 259,996 280,013 263,006

総資産額 (百万円) 1,110,676 1,285,177 1,193,149

１株当たり純資産額 (円) 631.08 682.92 637.78

１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) 21.65 54.36 42.37

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 21.4 20.0 20.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 25,624 △16,493 89,836

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,481 △10,942 △82,510

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △20,260 51,594 △8,671

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) 12,912 43,792 19,746

従業員数 (名) 5,440 5,696 5,761



  
（訂正後） 

 
(注) ＜略＞ 

  

  

回次
第99期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第100期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第99期

会計期間

自 平成22年
   １月１日
至 平成22年 
   ３月31日

自 平成23年
   １月１日
至 平成23年 
   ３月31日

自 平成22年
   １月１日
至 平成22年 
   12月31日

売上高 (百万円) 610,601 691,246 2,346,081

経常利益 (百万円) 13,757 39,256 42,148

四半期(当期)純利益 (百万円) 8,152 20,472 15,956

純資産額 (百万円) 259,996 280,013 263,006

総資産額 (百万円) 1,110,676 1,285,177 1,193,149

１株当たり純資産額 (円) 631.08 682.92 637.78

１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) 21.65 54.36 42.37

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 21.4 20.0 20.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 25,624 △16,493 89,836

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,481 △10,942 △82,510

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △20,260 51,594 △8,671

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) 12,912 43,792 19,746

従業員数 (名) 5,440 5,696 5,761



  
第２ 【事業の状況】 

  
４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

  
（1）業績の状況 

  

（訂正前） 

 ＜前略＞ 

このような経営環境の下、当社グループの当第１四半期の連結業績については、売上高6,912億円（前

年同期比13.2％増収）、営業利益388億円（前年同期比280億円の増益）、経常利益384億円（前年同期比

246億円の増益）となりました。これは主に寒波による需要増及び昨年からの需給関係の改善に伴う増益

要因等によるものです。なお、たな卸資産評価の影響等を除いた場合の連結経常利益相当額については

179億円となり、前年同期に比して107億円の増益となりました。 

 ＜後略＞ 

  

（訂正後） 

 ＜前略＞ 

このような経営環境の下、当社グループの当第１四半期の連結業績については、売上高6,912億円（前

年同期比13.2％増収）、営業利益388億円（前年同期比280億円の増益）、経常利益392億円（前年同期比

254億円の増益）となりました。これは主に寒波による需要増及び昨年からの需給関係の改善に伴う増益

要因等によるものです。なお、たな卸資産評価の影響等を除いた場合の連結経常利益相当額については

188億円となり、前年同期に比して115億円の増益となりました。 

 ＜後略＞ 

  



  
第５ 【経理の状況】 

  
 １ 【四半期連結財務諸表】 

 (2) 【四半期連結損益計算書】 

  【第１四半期連結累計期間】 

（訂正前） 

 
  

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 610,601 691,246

売上原価 569,858 620,372

売上総利益 40,743 70,874

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 9,713 9,806

人件費 8,782 8,931

その他 11,454 13,267

販売費及び一般管理費合計 29,950 32,004

営業利益 10,793 38,869

営業外収益

受取利息 48 58

受取配当金 1,680 132

負ののれん償却額 1,759 －

持分法による投資利益 103 904

匿名組合投資利益 － 400

その他 752 429

営業外収益合計 4,343 1,924

営業外費用

支払利息 966 1,063

為替差損 266 300

デリバティブ解約関連費用 － 824

その他 147 174

営業外費用合計 1,380 2,362

経常利益 13,757 38,432

特別利益

固定資産売却益 92 7,007

その他 34 314

特別利益合計 127 7,322

特別損失

固定資産処分損 370 1,437

減損損失 547 139

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,754

震災関連費用 － 1,564

その他 38 83

特別損失合計 956 4,980

税金等調整前四半期純利益 12,928 40,774

法人税、住民税及び事業税 1,442 1,326

法人税等調整額 2,629 18,450

法人税等合計 4,072 19,776

少数株主損益調整前四半期純利益 － 20,998

少数株主利益 702 525

四半期純利益 8,152 20,472



  
（訂正後） 

 
  

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 610,601 691,246

売上原価 569,858 620,372

売上総利益 40,743 70,874

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 9,713 9,806

人件費 8,782 8,931

その他 11,454 13,267

販売費及び一般管理費合計 29,950 32,004

営業利益 10,793 38,869

営業外収益

受取利息 48 58

受取配当金 1,680 132

負ののれん償却額 1,759 －

持分法による投資利益 103 904

匿名組合投資利益 － 400

その他 752 429

営業外収益合計 4,343 1,924

営業外費用

支払利息 966 1,063

為替差損 266 300

その他 147 174

営業外費用合計 1,380 1,537

経常利益 13,757 39,256

特別利益

固定資産売却益 92 6,615

その他 34 314

特別利益合計 127 6,930

特別損失

固定資産処分損 370 1,046

減損損失 547 139

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,754

震災関連費用 － 1,564

その他 38 907

特別損失合計 956 5,412

税金等調整前四半期純利益 12,928 40,774

法人税、住民税及び事業税 1,442 1,326

法人税等調整額 2,629 18,450

法人税等合計 4,072 19,776

少数株主損益調整前四半期純利益 － 20,998

少数株主利益 702 525

四半期純利益 8,152 20,472
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当社代表取締役社長新井純は、当社の第100期第１四半期(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31

日)の四半期報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確

認しました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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