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平成１８年６月１９日 

各   位 
会 社 名      原田工業株式会社 
代表者名      代表取締役社長 原田 修一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号６９０４） 
問い合わせ先 経営管理グループ責任者 
         相沢 正秀  

                           電話 ０３－３７６５－４３２１ 
 

（訂正）平成１８年３月期決算短信（連結）の一部訂正について 

 
平成18年5月24日に公表いたしました平成18年３月期決算短信（連結）の内容に一部訂正がありました

ので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 
 

記 
 

訂正箇所 

１．平成 18年 3 月期決算短信（連結）（5 ページ） 
３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

（訂正前） 
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
①自動車関連機器事業 
 自動車関連機器事業におきましては、自動車アンテナ用アンプ類等の販売好調により売上が増加いたしまし
た。 
 この結果、外部売上高は207億89百万円（同8.0％増）、営業利益は19億16百万円（同25.6％増）となりまし
た。 

②通信関連機器事業 
 通信関連機器事業におきましては、ＰＨＳ基地局用アンテナの売上が増加いたしましたが、新規事業及び新
商品への研究開発投資等により営業損失となりました。 
 この結果、外部売上高は13億48百万円（同14.1％増）、営業損失は、3億7百万円となりました。 

③その他の事業 
 その他の事業におきましては、二輪用品専門店「２りんかん」での販売を進めてまいりました。 
 この結果、外部売上高は3億32百万円（同0.6％減）、営業損失は2百万円となりました。 

 

（訂正後） 
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
①自動車関連機器事業 
 自動車関連機器事業におきましては、自動車アンテナ用アンプ類等の販売好調により売上が増加いたしまし
た。 
 この結果、外部売上高は207億89百万円（同8.0％増）、営業利益は18億94百万円（同24.2％増）となりまし
た。 

②通信関連機器事業 
 通信関連機器事業におきましては、ＰＨＳ基地局用アンテナの売上が増加いたしましたが、新規事業及び新
商品への研究開発投資等により営業損失となりました。 
 この結果、外部売上高は13億48百万円（同14.1％増）、営業損失は、3億7百万円となりました。 

③その他の事業 
 その他の事業におきましては、二輪用品専門店「２りんかん」での販売を進めてまいりました。 
 この結果、外部売上高は3億32百万円（同0.6％減）、営業利益は19百万円（同35.0％減）となりました。 
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２．平成 18年 3 月期決算短信（連結）（15ページ） 
４．連結財務諸表等 

  注記事項 

  連結損益計算書関係 

（訂正前） 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

１．一部の連結子会社でたな卸資産について、低価法を採用
しており、売上原価に含めている評価減の金額は次のと
おりであります。 

評価損 245,890千円  

１．提出会社及び一部の連結子会社でたな卸資産について、
低価法を採用しており、売上原価に含めている評価減の
金額は次のとおりであります。 

評価損 225,410千円  

 
（訂正後） 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

１．一部の連結子会社でたな卸資産について、低価法を採用
しており、売上原価に含めている評価減の金額は次のと
おりであります。 

評価損 245,890千円  

１．一部の連結子会社でたな卸資産について、低価法を採用
しており、売上原価に含めている評価減の金額は次のと
おりであります。 

評価損 180,718千円  
 

３．平成 18年 3 月期決算短信（連結）（18～19ページ） 
退職給付関係 

（訂正前） 
１．採用している退職給付制度の概要 

提出会社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 
なお、一部の海外子会社でも確定給付型の制度を設けております。 
又、提出会社及び一部の国内連結子会社は、総合設立型厚生年金基金制度を設けております。 

 
２．退職給付債務に関する事項 

 前連結会計年度 
（平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年3月31日） 

イ．退職給付債務 △1,076,946千円 △1,240,414千円 
ロ．年金資産 443,936千円 586,207千円 
ハ．未積立退職給付債務（イ+ロ） －千円 △654,206千円 
ニ．未認識数理計算上の差異 －千円 △15,464千円 
ホ．未認識過去勤務債務 －千円 1,538千円 
ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ+ニ+ホ) －千円 △668,133千円 

ト．退職給付引当金 △633,009千円 △668,133千円 
（注）１．当連結会計年度において、一部の連結子会社が原則法を採用することとしたため、未積立退職給付債

務、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務債務が発生しております。 
   ２．総合設立型厚生年金基金については、年金資産の額を合理的に計算することができないため、上記年

金資産には含めておりません。 
     なお、加盟者数割合により計算した年金資産の額は当連結会計年度は2,263,935千円、前連結会計年

度は1,781,717千円であります。 
 
３．退職給付費用に関する事項 

 前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

イ．勤務費用等 126,226千円 132,364千円 
ロ．数理計算上の差異の費用処理額 －千円 6,666千円 
ハ．過去勤務債務の費用処理額 －千円 3,291千円 
ニ．退職給付費用（イ+ロ+ハ） 126,226千円 142,322千円 

 
（注）数理計算上の差異の費用処理額及び過去勤務債務の費用処理額は、一部の連結子会社において生じたもの 
      であります。 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
 
 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

 イ．退職給付見込額の期間配分方法 － 期間定額基準 
ロ．割引率（％） － 4.0 
ハ．期待運用収益率（％） － 3.5 
ニ．過去勤務債務の額の処理年数（年） － 21 
 
 
 
 
ホ．数理計算上の差異の処理年数（年） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
 

 

（各連結会計年度の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により費用処理しておりま
す。） 

21 
（各連結会計年度の発生時における
従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌連結会計年
度から費用処理することとしており
ます。） 

（注）当連結会計年度において、一部の連結子会社が原則法を採用することとしたため、退職給付見込額の期間配分、 
   割引率、期待運用収益率、過去勤務債務の額の処理年数、数理計算上の差異の処理年数を記載することといた 
   しました。 
 

（訂正後） 
１．採用している退職給付制度の概要 

提出会社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 
なお、一部の海外連結子会社でも確定給付型の制度を設けております。 
又、提出会社及び一部の国内連結子会社は、総合設立型厚生年金基金制度を設けております。 

 
２．退職給付債務に関する事項 

 前連結会計年度 
（平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年3月31日） 

イ．退職給付債務 △1,076,946千円 △1,240,414千円 
ロ．年金資産 443,936千円 586,207千円 
ハ．未積立退職給付債務（イ+ロ） △633,009千円 △654,206千円 
ニ．未認識数理計算上の差異 －千円 △15,464千円 
ホ．未認識過去勤務債務 －千円 1,538千円 
ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ+ニ+ホ) △633,009千円 △668,133千円 

ト．退職給付引当金 △633,009千円 △668,133千円 
（注）１．未積立退職給付債務、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務債務は当連結会計年度において、一 
     部の海外連結子会社から発生したものであります。 
   ２．総合設立型厚生年金基金については、年金資産の額を合理的に計算することができないため、上記年 
     金資産には含めておりません。 
     なお、加盟者数割合により計算した年金資産の額は当連結会計年度は2,263,935千円、前連結会計年

度は1,781,717千円であります。 
 
３．退職給付費用に関する事項 

 前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

イ．勤務費用等 126,226千円 239,415千円 
ロ．数理計算上の差異の費用処理額 －千円 6,666千円 
ハ．過去勤務債務の費用処理額 －千円 3,291千円 
ニ．退職給付費用（イ+ロ+ハ） 126,226千円 249,373千円 

（注）１．数理計算上の差異の費用処理額及び過去勤務債務の費用処理額は、一部の海外連結子会社において生 
     じたものであります。 
      ２．上記の他、当連結会計年度において、一部の海外連結子会社から生じた過年度退職給付費用66,606千 
          円があります。 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
 
 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

 イ．退職給付見込額の期間配分方法 － 予測単位積増方式による配分 
ロ．割引率（％） － 4.0 
ハ．期待運用収益率（％） － 3.5 
ニ．過去勤務債務の額の処理年数（年） － 21 
 
 
 
 
ホ．数理計算上の差異の処理年数（年） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
 

 

（各連結会計年度の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により費用処理しておりま
す。） 

21 
（各連結会計年度の発生時における
従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌連結会計年
度から費用処理することとしており
ます。） 

（注）当連結会計年度において退職給付見込額の期間配分方法、割引率、期待運用収益率、過去勤務債務の額の処理
年数、数理計算上の差異の処理年数が一部の海外連結子会社において生じたものを、記載することといたしま
した。 

 

４．平成 18年 3 月期決算短信（連結）（21ページ） 
事業の種類別セグメント情報 

（訂正前） 
当連結会計年度 （自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） （単位：千円） 

 自動車関連 
機器事業 

通信関連 
機器事業 

その他の事業 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ 売上高及び営業利益       
  売上高       
 (1)外部顧客に対する売上高 20,789,510 1,348,719 332,692 22,470,922 － 22,470,922 
 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － － 

計 20,789,510 1,348,719 332,692 22,470,922 － 22,470,922 

営業費用 18,873,487 1,656,333 334,739 20,864,560 － 20,864,560 

営業利益又は営業損失(△) 1,916,023 △307,614 △2,047 1,606,361 － 1,606,361 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出       
   資産 18,854,006 1,400,163 112,411 20,366,581 990,343 21,356,925 

   減価償却費 641,991 27,389 4,916 674,297 － 674,297 

   減損損失 10,882 160,383 3,889 175,156 － 175,156 

   資本的支出 625,432 41,157 200 666,789 － 666,789 
 
（訂正後） 

当連結会計年度 （自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） （単位：千円） 
 自動車関連 

機器事業 
通信関連 
機器事業 

その他の事業 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ 売上高及び営業利益       
  売上高       
 (1)外部顧客に対する売上高 20,789,510 1,348,719 332,692 22,470,922 － 22,470,922 
 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － － 

計 20,789,510 1,348,719 332,692 22,470,922 － 22,470,922 

営業費用 18,894,549 1,656,332 313,678 20,864,560 － 20,864,560 

営業利益又は営業損失(△) 1,894,961 △307,612 19,013 1,606,361 － 1,606,361 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出       
   資産 18,854,006 1,400,163 112,411 20,366,581 990,343 21,356,925 

   減価償却費 634,540 27,389 12,368 674,297 － 674,297 

   減損損失 10,882 160,383 3,889 175,156 － 175,156 

   資本的支出 625,432 41,157 200 666,789 － 666,789 
 

以上 


