
2012年8月8日 

各 位 

商号 アウター・ガイ事務所 

ＵＲＬ http://outerguy.info/ 

代表者名 アウター・ガイ 

問合せ先 経営管理室 <bm@outerguy.info> 

（訂正）「2012年12月期 第2四半期決算短信〔個人基準〕（非連結）」の一部訂正について 

「2012年 12月期 第 2四半期決算短信〔個人基準〕（非連結）」の内容の一部につきまして、以下の通

り、訂正すべき個所がございましたので、お知らせいたします。 

１．主な訂正箇所（下線部） 

経営成績（表紙） 

【訂正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

当第２四半期 2,234,230 16.4 853,408 30.9 1,184,433 65.5 292,807 △54.7 

 

【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

当第２四半期 2,234,230 16.4 853,408 30.9 1,200,355 67.8 308,729 △52.2 

 

キャッシュ・フローの状況（表紙） 

【訂正前】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 円 円 円 円 

当第２四半期 920,539 △156,910 △6,830 1,277,968 

 

【訂正後】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 円 円 円 円 

当第２四半期 936,461 △172,832 △6,830 1,277,968 
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当第２四半期の概況（２ページ） 

【訂正前】 

「当期純利益は２９３千円となり、前年同期に比べ５４．７％減少」 

 

【訂正後】 

「当期純利益は３０９千円となり、前年同期に比べ５２．２％減少」 

 

◆管財事業（３ページ） 

【訂正前】 

 期初残高（円） 
期中キャッシュ・ 
フロー総額（円） 

期末残高（円） 収益率（％） 

当第２四半期 4,924,026 334,704 5,584,460 6.4 

 

【訂正後】 

 期初残高（円） 
期中キャッシュ・ 
フロー総額（円） 

期末残高（円） 収益率（％） 

当第２四半期 4,924,026 350,626 5,584,460 6.1 

 

キャッシュ・フローの状況（４ページ） 

【訂正前】 

「営業活動によるキャッシュ・フローは９２１千円の収入」 

「投資活動によるキャッシュ・フローは１５７千円の支出」 

 

【訂正後】 

「営業活動によるキャッシュ・フローは９３６千円の収入」 

「投資活動によるキャッシュ・フローは１７３千円の支出」 

 

  



損益計算書（６ページ） 

【訂正前】 

 

前第２四半期 

自 2011年 1月 1日 

至 2011年 6月30日 

当第２四半期 

自 2012年 1月 1日 

至 2012年 6月30日 

（中略） 

営業外収益   

（中略） 

有価証券売却益 3,901 62,141 

（中略） 

営業外収益合計 436,078 690,948 

営業外費用   

（中略） 

有価証券売却損 20,269 35,741 

（中略） 

営業外費用合計 372,339 359,923 

経常利益 715,521 1,184,433 

（中略） 

税引前当期純利益 715,521 434,433 

（中略） 

当期純利益 646,175 292,807 

 

【訂正後】 

 

前第２四半期 

自 2011年 1月 1日 

至 2011年 6月30日 

当第２四半期 

自 2012年 1月 1日 

至 2012年 6月30日 

（中略） 

営業外収益   

（中略） 

有価証券売却益 3,901 65,380 

（中略） 

営業外収益合計 436,078 694,187 

営業外費用   

（中略） 

有価証券売却損 20,269 23,058 

（中略） 

営業外費用合計 372,339 347,240 

経常利益 715,521 1,200,355 

（中略） 

税引前当期純利益 715,521 450,355 

（中略） 

当期純利益 646,175 308,729 

 

  



キャッシュ・フロー計算書（７ページ） 

【訂正前】 

 

前第２四半期 

自 2011年 1月 1日 

至 2011年 6月30日 

当第２四半期 

自 2012年 1月 1日 

至 2012年 6月30日 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は純損失（△） 715,521 434,433 

（中略） 

小計 830,673 1,038,723 

（中略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 769,599 920,539 

（中略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得（△）又は売却 △361,434 △314,067 

（中略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー △361,134 △156,910 

 

【訂正後】 

 

前第２四半期 

自 2011年 1月 1日 

至 2011年 6月30日 

当第２四半期 

自 2012年 1月 1日 

至 2012年 6月30日 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は純損失（△） 715,521 450,355 

（中略） 

小計 830,673 1,054,645 

（中略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 769,599 936,461 

（中略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得（△）又は売却 △361,434 △329,989 

（中略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー △361,134 △172,832 

２．訂正の理由 

下記の点につきまして、各種数値を正しく表示していなかったためであります。 

・特定口座における有価証券の取得価額の計算過程において誤りが生じたため、損益計算書につきまし

て、有価証券売却益として３千円を過少に計上し、有価証券売却損として１３千円を過大に計上してお

りました。また、これに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローとして１６千円を過少に計上し、投

資活動によるキャッシュ・フローとして１６千円を過大に計上しておりました。 

以 上  


