
                           
平成 18 年 12 月 12 日 

各    位 
会 社 名  川口金属工業株式会社 
代表者名  代表取締役社長 鈴木 信男 
（コード番号 5608 東証第二部） 
問合せ先  専 務 取 締 役 鈴木 信吉 
（TEL． 048－259－1111） 
 
 

（訂正）「平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）」の一部訂正及び 
「平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要」の一部追加について  

 

 平成 18 年 11 月 17 日に発表いたしました「平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）」の一部訂正及

び「平成 19年３月期 個別中間財務諸表の概要」の一部追加がありましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

［訂正内容］ 
 
Ⅰ．＜連結１頁＞ 

  １．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
 
  訂正前 

  （4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

 連結子会社数 ８社   持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 １社 

 
  （5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

 連結（新規） －社   （除外） －社    持分法（新規） －社  （除外） －社 

 

  訂正後 

  （4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

 連結子会社数 ７社   持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 １社 

 
  （5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

 連結（新規） －社   （除外） １社    持分法（新規） －社  （除外） －社 

 



Ⅱ．＜連結 15 頁＞ 

  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
 訂正前 
 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

前中間連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

１．連結の範囲に関する事項 

（イ）連結子会社の数８社 

㈱松田製作所 

光陽精機㈱ 

新明興産業㈱ 

㈱ノナガセ 

川口金属加工㈱ 

㈱林ロストワックス工業 

大連［林］精密鋳造 

有限公司（中国） 

川口金属鋳造㈱ 

 

１．連結の範囲に関する事項 

（イ）連結子会社の数８社 

   同左 

 

 

 

 

 

 

なお、新明興産業㈱は平成 18

年８月に川口金属加工㈱と合

併した。 

１．連結の範囲に関する事項 

（イ）連結子会社の数８社 

   同左

 

 訂正後 
 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

前中間連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

１．連結の範囲に関する事項 

（イ）連結子会社の数８社 

㈱松田製作所 

光陽精機㈱ 

新明興産業㈱ 

㈱ノナガセ 

川口金属加工㈱ 

㈱林ロストワックス工業 

大連［林］精密鋳造 

有限公司（中国） 

川口金属鋳造㈱ 

 

 

 

 

 

１．連結の範囲に関する事項 

（イ）連結子会社の数７社 

㈱松田製作所 

光陽精機㈱ 

㈱ノナガセ 

川口金属加工㈱ 

㈱林ロストワックス工業 

大連［林］精密鋳造 

有限公司（中国） 

川口金属鋳造㈱ 

 

新明興産業㈱は平成 18 年８

月に川口金属加工㈱と合併し

たため、連結の範囲から除外

している。 

なお、合併日までの損益計算

書及びキャッシュ・フロー計

算書は連結している。

１．連結の範囲に関する事項 

（イ）連結子会社の数８社 

㈱松田製作所 

光陽精機㈱ 

新明興産業㈱ 

㈱ノナガセ 

川口金属加工㈱ 

㈱林ロストワックス工業 

大連［林］精密鋳造 

有限公司（中国） 

川口金属鋳造㈱ 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．＜連結 21 頁＞ 

  注記事項 

  （中間連結貸借対照表関係） 

 

 訂正前 
 

前中間連結会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

              
 

 

 

 

 

 

 

※５ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間

の末日が金融機関の休日であったが、

満期日に決済が行われたものとして処

理している。当中間連結会計期間末日 
満期手形の金額は、次のとおりである。 
受取手形       524,910千円 
支払手形       616,337 千円 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 訂正後 
 

前中間連結会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

※５ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間

の末日が金融機関の休日であったが、

満期日に決済が行われたものとして処

理している。当中間連結会計期間末日 
満期手形の金額は、次のとおりである。 
受取手形       433,042千円 
支払手形       616,337 千円 
割引手形       118,935 千円

裏書手形         4,172 千円

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ．＜連結 22 頁＞ 

  （中間連結損益計算書関係） 

 

 訂正前 
 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月１日） 
（ 至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日） 
（ 至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日） 
（ 至 平成 18 年３月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要費目 

製品発送費     193,021 千円 

役員報酬及び給料 

手当        723,955 千円 

退職給付費用     13,804 千円 

賞与引当金繰入額   81,918 千円 

 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要費目

製品発送費     191,907 千円

役員報酬及び給料 

手当        806,873千円

退職給付費用     32,720千円

賞与引当金繰入額   52,408千円

役員賞与引当金繰   26,500 千円

入額 

※１ 販売費及び一般管理費の主要費目

役員報酬及び給料 1,704,262 千円

手当 

退職給付費用     52,018 千円

賞与引当金繰入額  130,624 千円

製品発送費     432,489 千円

 

 

 

 訂正後 
 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月１日） 
（ 至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日） 
（ 至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日） 
（ 至 平成 18 年３月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要費目 

製品発送費     193,021 千円 

役員報酬及び給料 

手当        723,955 千円 

退職給付費用     13,804 千円 

賞与引当金繰入額   81,918 千円 

 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要費目

製品発送費     191,907 千円

役員報酬及び給料 

手当        817,208千円

退職給付費用     43,507千円

賞与引当金繰入額   86,400千円

役員賞与引当金繰   26,500 千円

入額 

※１ 販売費及び一般管理費の主要費目

役員報酬及び給料 1,704,262 千円

手当 

退職給付費用     52,018 千円

賞与引当金繰入額  130,624 千円

製品発送費     432,489 千円

 

 

 
Ⅴ．＜連結 23 頁＞ 

  （中間連結株主資本等変動計算書関係） 

   当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

   ２．配当に関する事項 

   （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

 

 訂正前 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 18 年 11 月 17 日

取締役会 
普通株式 99,098 利益剰余金 ５ 平成 18 年９月 30 日 平成 18 年 12 月７日

 

 訂正後 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 18 年 11 月 17 日

取締役会 
普通株式 99,091 利益剰余金 ５ 平成 18 年９月 30 日 平成 18 年 12 月７日

 



Ⅵ．＜連結 29 頁＞ 

  （１株当たり情報） 

   （注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 

 訂正前 
 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年９月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額 

中間（当期）純利益（千円） 181,611 302,500 859,038 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 46,120 

（うち利益処分による役員賞与） － － (46,120)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
181,611 302,520 812,918 

期中平均株式数（千株） 19,678 19,675 19,677 

 

 訂正後 
 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年９月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額 

中間（当期）純利益（千円） 181,611 302,500 859,038 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 46,120 

（うち利益処分による役員賞与） － － (46,120)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
181,611 302,500 812,918 

期中平均株式数（千株） 19,678 19,675 19,677 

 

 

［追加内容］ 
 

Ⅰ．＜個別 44 頁＞ （中間損益計算書関係）の注記の後に追加 

  （中間株主資本等変動計算書関係） 

   当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加 

株式数（千株） 

当中間会計期間減少

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

普通株式 （注） 180 1 － 181

合計 180 1 － 181

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

 

以 上 


