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平成 17 年 3 月期 第３四半期財務・業績の概況（連結）の一部訂正について  

 

平成 17 年２月４日に発表いたしました「平成 17 年 3 月期 第３四半期財務・業績の概況（連

結）」の一部につきまして、下記のとおり訂正いたします。  

 

記  

1. 理由  

平成 16 年 8月に、当社の連結子会社であります中山三星建材株式会社のボルト事業を会社分割により、株式会

社ＮＳボルテンに移管いたしました。当該土地に関しまして、支配権獲得時の全面時価評価による評価替え額を、

営業移転時の連結仕訳に織り込んでおりませんでしたので、下記のとおり訂正することとなりました。 

なお、単独業績については影響ありません。 

 

2. 訂正箇所  

  (平成 17年 3月期 第３四半期財務・業績の概況（連結）1ページの一部訂正) 

２． 平成 17年 3月期第３四半期財務・業績の概況(平成 16年 4月 1日 ～ 平成 16年 12月 31日） 

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 

(2) 財政状態（連結）の変動状況 

  〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕 

 

[添付資料] 

  １．（要約）四半期連結貸借対照表（同上 2ページ） 

  ２．（要約）四半期連結損益計算書（同上 3ページ） 

 

訂正箇所の詳細につきましては、別紙に記載しております。 

以上  



２．平成17年３月期第３四半期財務・業績の概況 （平成16年4月1日～平成16年12月31日）

(1)経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨て）

（訂正前）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
17年３月期第３四半期 125,439  ― 12,254  ― 10,883  ― 7,493  ―
16年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

円　　銭 円　　銭
17年３月期第３四半期 71.22  65.24
16年３月期第３四半期 ― ―

（訂正後）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
17年３月期第３四半期 125,439  ― 12,254  ― 10,875  ― 7,361  ―
16年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

円　　銭 円　　銭
17年３月期第３四半期 69.96  64.10
16年３月期第３四半期 ― ―

(2)財政状態（連結）の変動状況

（訂正前）

百万円 百万円 ％ 円　　銭
17年３月期第３四半期 221,467  52,360  23.6  497.46  
16年３月期第３四半期 ― ― ― ―

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕
　当第３四半期末の財政状態（連結）は、前連結会計年度と比較して、総資産は10,745百万円増加し、株主資本は7,062百万円増加
いたしました。総資産の増加の主な理由は、受取手形及び売掛金の残高が販売単価の上昇により7,043百万円増加したことなどによ
るものです。

（訂正後）

百万円 百万円 ％ 円　　銭
17年３月期第３四半期 219,437  52,228  23.8  496.21  
16年３月期第３四半期 ― ― ― ―

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕
　当第３四半期末の財政状態（連結）は、前連結会計年度と比較して、総資産は8,715百万円増加し、株主資本は6,929百万円増加
いたしました。総資産の増加の主な理由は、受取手形及び売掛金の残高が販売単価の上昇により7,043百万円増加したことなどによ
るものです。

四半期（当期）
純 　利　 益

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益

総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率 １株当たり株主資本

１株当たり株主資本

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益

総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率

売    上    高 営　業　利　益 経　常　利　益

１株当たり四半期
（当期）純利益

四半期（当期）
純 　利　 益売    上    高 営　業　利　益 経　常　利　益



[添付資料]

１．（要約）四半期連結貸借対照表

(訂正前) （百万円未満切捨て）

（参考）

前連結会計年度

[平成16年12月31日] [平成16年3月31日]

金額 金額

（資産の部） 百万円 百万円

Ⅱ　固定資産 144,468 148,198

有形固定資産 138,071 142,142

資産合計 221,467 210,722

（負債の部）

Ⅱ  固定負債 64,946 76,329

その他 30,499 30,619

負債合計 155,557 153,532

（少数株主持分）

少数株主持分 13,550 11,890

（資本の部）

Ⅲ　利益剰余金 16,556 9,693

　　 資本合計 52,360 45,298

負債、少数株主持分及び資本合計 221,467 210,722

(訂正後) （百万円未満切捨て）

（参考）

前連結会計年度

[平成16年12月31日] [平成16年3月31日]

金額 金額

（資産の部） 百万円 百万円

Ⅱ　固定資産 142,437 148,198

有形固定資産 136,041 142,142

資産合計 219,437 210,722

（負債の部）

Ⅱ  固定負債 63,543 76,329

その他 29,095 30,619

負債合計 154,153 153,532

（少数株主持分）

少数株主持分 13,055 11,890

（資本の部）

Ⅲ　利益剰余金 16,424 9,693

　　 資本合計 52,228 45,298

負債、少数株主持分及び資本合計 219,437 210,722

当第３四半期

科　　目

科　　目

当第３四半期



[添付資料]
２．（要約）四半期連結損益計算書
(訂正前) （百万円未満切捨て）

（参考）
前連結会計年度

　自　平成16年４月１日 　自　平成15年４月１日
　至　平成16年12月31日 　至　平成16年３月31日

金額 金額

百万円 百万円

Ⅳ　営業外収益 679 1,003

　　 経常利益 10,883 5,149

Ⅵ　特別利益 733 134

Ⅶ　特別損失 1,609 1,560

　　 税金等調整前四半期
　　 （当期）　純　利　益 10,007 3,724

　　 税金費用 858 382

　　 少数株主利益 1,655 831

　　 四半期（当期）純利益 7,493 2,509

(訂正後) （百万円未満切捨て）
（参考）

前連結会計年度
　自　平成16年４月１日 　自　平成15年４月１日
　至　平成16年12月31日 　至　平成16年３月31日

金額 金額

百万円 百万円

Ⅳ　営業外収益 670 1,003

　　 経常利益 10,875 5,149

Ⅵ　特別利益 37 134

Ⅶ　特別損失 2,363 1,560

　　 税金等調整前四半期
　　 （当期）　純　利　益 8,549 3,724

　　 税金費用 25 382

　　 少数株主利益 1,161 831

　　 四半期（当期）純利益 7,361 2,509

科　　目

当第３四半期

科　　目

当第３四半期


