
2012年11月15日 

各 位 

商号 アウター・ガイ事務所 

ＵＲＬ http://www.outerguy.com/ 

代表者名 アウター・ガイ 

問合せ先 経営管理部 <bm@outerguy.com> 

（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） 

（１）経営成績（表紙サマリー） 

【訂正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

当第２四半期 2,234,230 16.4 853,408 30.9 1,198,626 67.5 307,000 △52.5 

前第２四半期 1,918,705 △9.8 651,782 △13.7 715,521 △32.0 646,175 △25.4 

 

【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

当第２四半期 2,234,230 16.4 853,408 30.9 1,198,626 67.5 306,990 △52.5 

前第２四半期 1,918,705 △9.8 651,782 △13.7 715,521 △32.0 646,175 △25.4 

 

（２）キャッシュ・フローの状況（表紙サマリー） 

【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 936,461 △172,832 △6,830 1,277,968 

前第２四半期 769,599 △361,134 △391,221 683,173 

 

【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 △170,185 △6,830 1,277,968 

前第２四半期 769,599 △361,134 △391,221 683,173 

 

（３）キャッシュ・フローの状況（４ページ） 

【訂正前】 

「投資活動によるキャッシュ・フローは１７３千円の支出」 

「フリー・キャッシュ・フローは７６４千円」 
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【訂正後前】 

「投資活動によるキャッシュ・フローは１７０千円の支出」 

「フリー・キャッシュ・フローは７６６千円」 

 

（４）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） 

有価証券評価損戻入益 73,980 273,576 

有価証券評価益 334,200 320,593 

（中略） 

営業外収益合計 436,078 692,458 

営業外費用   

（中略） 

有価証券評価益戻入損 263,388 193,318 

有価証券評価損 70,576 109,774 

（中略） 

営業外費用合計 372,339 347,240 

経常利益 715,521 1,198,626 

（中略） 

税引前当期純利益 715,521 448,626 

（中略） 

当期純利益 646,175 307,000 

 

【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） 

有価証券評価損戻入益 73,980 ― 

有価証券評価益 334,200 291,067 

（中略） 

営業外収益合計 436,078 389,356 

営業外費用   

（中略） 

有価証券評価益戻入損 263,388 ― 

有価証券評価損 70,576 ― 

（中略） 

営業外費用合計 372,339 44,148 

経常利益 715,521 1,198,616 

（中略） 

税引前当期純利益 715,521 448,616 

（中略） 

当期純利益 646,175 306,990 

 



（５）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（△） 715,521 450,355 

（中略） 

有価証券評価損戻入益（△）又は評価益戻入損 189,408 △80,258 

有価証券評価益（△）又は評価損 △263,624 △212,548 

（中略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

（中略） 

貸付金の貸付（△）又は回収 300 157,157 

投資活動によるキャッシュ・フロー △361,134 △172,832 

フリー・キャッシュ・フロー 408,465 763,629 

（中略） 

現金及び現金同等物の増加又は減少（△） 17,244 756,799 

現金及び現金同等物の期首残高 665,929 521,169 

（中略） 

 

【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（△） 715,521 448,616 

（中略） 

有価証券評価損戻入益（△）又は評価益戻入損 189,408 ― 

有価証券評価益（△）又は評価損 △263,624 △291,067 

（中略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

（中略） 

貸付金の貸付（△）又は回収 300 159,804 

投資活動によるキャッシュ・フロー △361,134 △170,185 

フリー・キャッシュ・フロー 408,465 766,276 

（中略） 

現金及び現金同等物の増加又は減少（△） 17,244 759,446 

現金及び現金同等物の期首残高 665,929 518,522 

（中略） 

 

  



（６）重要な会計方針（８ページ） 

【訂正前】 

項目 前第２四半期 当第２四半期 

資産の評価基準、評価方法
及び表示方法 

  

（中略） 

有価証券 決算日の市場価格等に基づく時価法
を採用しています。 

同左 

（中略） 

その他税務諸表作成のため
の重要な事項 

  

有価証券の評価基準及び
評価方法 

切放法を採用しています。なお、洗
替法を採用した場合の前第２四半期の
損益計算書における有価証券評価損戻
入益は73,980円、有価証券評価益戻入
損は263,388円となります。 

洗替法を採用しています。 

消費税の処理方法 税込方式を採用しています。 同左 

（中略） 

 

【訂正後】 

項目 前第２四半期 当第２四半期 

資産の評価基準、評価方法
及び表示方法 

  

（中略） 

有価証券 決算日の市場価格等に基づく時価法
を採用し、評価差額を切放法、売却原
価を移動平均法により処理していま
す。なお、評価差額を洗替法により処
理した場合の有価証券評価損戻入益は
73,980円、有価証券評価益戻入損は
263,388円となります。 

決算日の市場価格等に基づく時価法
を採用し、評価差額を洗替法、売却原
価を移動平均法により処理していま
す。 

（中略） 

その他税務諸表作成のため
の重要な事項 

  

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（中略） 

 

  



２．訂正の理由 

（１）表示方法の変更 

前期まで、管財事業の成績を区別するために、損益計算書において、有価証券評価損益、および有価

証券評価損（益）戻入益（損）を個別に表示していました。しかし、前期より、セグメント別業績にお

いて管財事業の収益率を表示しており、損益計算書において区別する必要性に乏しくなったことから、

当期より、有価証券評価損益のみにより表示することといたします。 

この変更に伴い、損益計算書における営業外収益、および営業外費用は、それぞれ３０３千円減少し

ますが、経常利益、税引前当期純利益、および当期純利益に与える影響はありません。 

併せて、重要な会計方針の記載事項を見直し、従来表示していた消費税の処理方法については、表示

する必要性に乏しいことから、削除いたします。 

（２）表示方法の変更に伴う訂正 

（１）の変更に伴い、再精査したところ、有価証券評価損益として１０円を過剰に計上していること

が判明いたしました。 

（３）２０１２年１１月１３日付の訂正における訂正漏れ 

２０１２年１１月１３日付の訂正において、損益計算書の税引前当期純利益を訂正したことに伴い、

キャッシュ・フロー計算書においても影響が及びますが、その訂正が漏れておりました。 

（４）２０１２年７月６日付の訂正における訂正誤り 

２０１２年７月６日付の訂正において、前期末におけるキャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同

等物期末残高を訂正しましたが、再精査したところ、この訂正は誤りであることが判明しました。その

ため、当期におけるキャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物期初残高につきまして、訂正前の

前期末の残高により再計算いたしました。 

なお、前期の財務諸表おける影響は軽微であることから、前期の財務諸表については訂正しないこと

といたします。 

（５）財務諸表の作成手順の改善 

従来、個々の財務データを拾い集め、集計する手順により財務諸表を作成しておりましたが、煩雑、

かつ手入力に頼る手順となっており、計算誤りが頻発していることから、今後、財務データを一元的に

管理し、機械的に財務諸表を作成できるように手順を見直しました。この改善に伴い、今後、財務諸表

を訂正する頻度は減少するものと判断しております。 

３．今後の見通し 

本件による当期の業績への影響はありません。 

以 上  


