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平成  18 年 12 月 15 日 

 各      位 

会 社 名                            

代表者名  取 締 役 社 長 新 藤 孝 男 

（コード番号 6042    東証第 2  部） 

問合せ先  取締役総務部長 石 田 行夫  

（TEL．   046－  285   － 0228  ） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成 19 年 3 月期 中間決算短信（連結）一部訂正について 

 

平成 18 年 11 月 15 日に発表しました平成 19 年 3 月期(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)の中

間決算短信（連結）の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 
＜訂正箇所＞ 
 
Ⅰ．「平成 19年 3 月期 中間決算短信（連結）」（表紙） 
 
【訂正前】 

(2)連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年９月中間期 13,670 5,405 39.6 576.20

17 年９月中間期 12,262 4,964 40.5 534.99

18 年３月期 13,339 5,537 41.5 594.20

 
【訂正後】 
(2)連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年９月中間期 13,670 5,694 39.6 576.20

17 年９月中間期 12,262 4,964 40.5 534.99

18 年３月期 13,339 5,537 41.5 594.20

 
 

Ⅱ. ３．経営成績および財政状態 1）経営成績（４ページ） 
 
【訂正前】 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 
日本国内では、売上高 62億４千６百万円（同 0.2％減少）、営業利益 1億５千５百万円（同 67.5％減

少）となりました。 
中国では、売上高４億８千万円（同 14.1％増加）、営業利益４千万円（同 49.1％増加）となりました。 
米国は、売上高 11 億８千７百万円（同 10.3％減少）、営業利益１千８百万円（同 62.4％減少）とな

りました。 
 

【訂正後】 
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

日本国内では、売上高 62億４千６百万円（同 0.5％増加）、営業利益 1億５千５百万円（同 67.5％減
少）となりました。 

中国では、売上高４億８千万円（同 14.1％増加）、営業利益４千万円（同 49.1％増加）となりました。 
米国は、売上高 11 億８千７百万円（同 10.3％減少）、営業利益１千８百万円（同 62.4％減少）とな

りました。 
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Ⅲ. ３．経営成績および財政状態 2)財政状態（５ページ） 
 
【訂正前】 

当中間会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 10 億４千６百万円となり、
前中間会計年度末より３千９百万円減少しました。 

 
【訂正後】 

当中間会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 10 億４千６百万円となり、
前中間会計年度末より３億９千６百万円減少しました。 

 
 
Ⅳ. 中間連結株主資本等変動計算書（11 ページ） 
 

【訂正前】 
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）     

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成 18 年 3 月 31 日残高 

(千円) 
500,000 31,169 4,278,667 △306,872 4,502,964

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注 1） － － △137,866 － △137,866

 利益処分による役員賞与（注 1) － － △21,000 － △21,000

 従業員奨励福祉基金（注 2） － － △2,989 － △2,989

 中間純利益 － － 53,112 － 53,112

 自己株式の取得 － － － △198 △198

自己株式の処分 － 18,504 － 13,780 32,484

 株主資本以外の項目の中間連結会 

計期間中の変動額（純額） 
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ 18,504 △108,743 13,781 △76,457

平成 18 年 9 月 30 日残高 

（千円） 
500,000 49,674 4,169,924 △293,091 4,426,507

 
【訂正後】 
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）     

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成 18 年 3 月 31 日残高 

(千円) 
500,000 31,169 4,278,667 △306,872 4,502,964

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注 1） － － △137,866 － △137,866

 利益処分による役員賞与（注 1) － － △21,000 － △21,000

 従業員奨励福祉基金（注 2） － － △2,989 － △2,989

 中間純利益 － － 53,112 － 53,112

 自己株式の取得 － － － △198 △198

自己株式の処分 － 18,504 － 13,980 32,484

 株主資本以外の項目の中間連結会 

計期間中の変動額（純額） 
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ 18,504 △108,743 13,781 △76,457

平成 18 年 9 月 30 日残高 

（千円） 
500,000 49,674 4,169,924 △293,091 4,426,507

 



3 

 
Ⅴ．(4) 連結キャッシュ・フロー計算書（14 ページ） 
 
【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) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成 17 年４月 １日

 至 平成 18 年３月 31 日)

区分 
注記

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 

    

短期借入金の純増減額  38,000 － 88,000 
長期借入れによる収入   － 910,832 － 
長期借入金の返済による支出  △62,500 － △84,500 
社債発行による収入   － － 100,000 
社債の償還による支出   － － △100,000 
自己株式の取得による支出   △288,087 △198 △288,325 
子会社保有する親会社株式の

売却による収入  
 － 91,770 13,145 

少数株主からの払込による収

入   
 － － 106,776 

配当金の支払額  △68,505 △137,866 △68,505 
少数株主への配当金の支払額  △3,120 △7,272 △3,120 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △384,213 857,264 △236,529 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
 18,037 △20,453 39,247 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   △133,274 △858,022 328,603 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
 1,554,123 1,904,746 1,554,123 

Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金及

び現金同等物増加高 
 22,019 － 22,019 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高 
※  1,442,868 1,046,724 1,904,746  

 
【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) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成 17 年４月 １日

 至 平成 18 年３月 31 日)

区分 
注記

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 

    

短期借入金の純増減額  38,000 － 88,000 
長期借入れによる収入   － 910,832 － 
長期借入金の返済による支出  △62,500 － △84,500 
社債発行による収入   － － 100,000 
社債の償還による支出   － － △100,000 
自己株式の取得による支出   △288,087 △198 △288,325 
子会社が保有する親会社株式

の売却による収入  
 － 91,770 13,145 

少数株主からの払込による収

入   
 － － 106,776 

配当金の支払額  △68,505 △137,866 △68,505 
少数株主への配当金の支払額  △3,120 △7,272 △3,120 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △384,213 857,264 △236,529 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
 18,037 △20,453 39,247 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   △133,274 △858,022 328,603 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
 1,554,123 1,904,746 1,554,123 

Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金及

び現金同等物増加高 
 22,019 － 22,019 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高 
※  1,442,868 1,046,724 1,904,746  
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Ⅵ．中間連結損益計算書関係（22 ページ） 
 
【訂正前】 

前中間連結会計期間末 
（平成 17 年９月 30 日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成 18 年９月 30 日現在） 

前連結会計年度 
（平成 18 年３月 31 日現在） 

４．当社及び連結子会社（㈱日気サー
ビス）においては、運転資金の効
率的な調達を行うため取引銀行
３行と当座貸越契約を締結して
おります。この契約に基づく当中
間連結会計期間末の借入未実行
残高は次のとおりであります。 

４．当社及び連結子会社（㈱日気サー
ビス）においては、運転資金の効
率的な調達を行うため取引銀行
２行と当座貸越契約を締結して
おります。この契約に基づく当中
間連結会計期間末の借入未実行
残高は次のとおりであります。 

４．当社及び連結子会社（㈱日気サー
ビス）においては、運転資金の効
率的な調達を行うため取引銀行２
行と当座貸越契約を締結しており
ます。この契約に基づく当連結会
計年度末の借入未実行残高は次の
とおりであります。 

当座貸越限度額 
借入実行残高 

520,000千円 
－千円 

 

 

 当座貸越限度額
借入実行残高 

420,000千円
－千円

 当座貸越限度額 
借入実行残高 

420,000千円
－千円

 
 
 差引額 520,000千円   差引額 420,000千円  差引額 420,000千円

 
【訂正後】 

前中間連結会計期間末 
（平成 17 年９月 30 日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成 18 年９月 30 日現在） 

前連結会計年度 
（平成 18 年３月 31 日現在） 

５．当社及び連結子会社（㈱日気サー
ビス）においては、運転資金の効
率的な調達を行うため取引銀行
３行と当座貸越契約を締結して
おります。この契約に基づく当中
間連結会計期間末の借入未実行
残高は次のとおりであります。 

５．提出会社においては、運転資金借
入のために極度額を設定した当
座貸越契約（当座貸越専用口座）
を取引銀行４行と締結しており
ます。この当座貸越契約に基づく
当中間連結会計期間末の借入実
行残高（短期借入金残高）及び極
度額との差額である借入末実行
残高は次のとおりであります。 

５．当社及び連結子会社（㈱日気サー
ビス）においては、運転資金の効
率的な調達を行うため取引銀行２
行と当座貸越契約を締結しており
ます。この契約に基づく当連結会
計年度末の借入未実行残高は次の
とおりであります。 

当座貸越限度額 
借入実行残高 

520,000千円 
－千円 

 

 

 当座貸越限度額
借入実行残高 

710,000千円
490,000千円

 当座貸越限度額 
借入実行残高 

420,000千円
－千円

 
 
 差引額 520,000千円   差引額 220,000千円  差引額 420,000千円

 
 
Ⅶ．中間連結損益計算書関係（23 ページ） 
 
【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） 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次
のとおりであります。 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次
のとおりであります。 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次
のとおりであります。 

建物及び構築
物 

51 千円 
機械装置及び
運搬具 

7,071 千円
機械装置及び
運搬具 

14,749 千円

機械装置及び
運搬具 

8,001 千円 
その他 941 千円 その他 62,977 千円

その他 27,451千円   

 
【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） 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次
のとおりであります。 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次
のとおりであります。 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次
のとおりであります。 

建物及び構築
物 

51 千円 
機械装置及び
運搬具 

4,928 千円
機械装置及び
運搬具 

14,749 千円

機械装置及び
運搬具 

8,001 千円 
その他 3,083 千円 その他 62,977 千円

その他 27,451千円   
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Ⅷ．中間連結株主資本等変動計算書関係（24 ページ） 
 
【訂正前】 
４ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額 

（千円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年 6 月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 140,716 15 平成 18 年 3 月 31 日 平成 18 年 6 月 30 日

 
【訂正後】 
４ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額 

（千円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年 6 月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 137,866 15 平成 18 年 3 月 31 日 平成 18 年 6 月 30 日

 
 
Ⅸ．④セグメント情報 ａ．事業の種類別セグメント情報（29 ページ） 
 
【訂正前】 
 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） 

 

自動車機器

事業 

（千円） 

ガス機器 

事業 

（千円） 

汎用機器 

事業 

（千円） 

不動産賃貸

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高     

 (1) 外部顧客に対する売

上高 
1,707,876 2,117,715 2,206,833 239,155 6,271,580 ― 6,271,580

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ―

計 1,707,876 2,117,715 2,206,833 239,155 6,271,580 ― 6,271,580

営業費用 1,578,685 2,196,680 2,280,157 42,158 6,097,681 88,131 6,185,812

営業利益(又は営業

損失△) 
129,191 △78,961 △73,324 196,996 173,898 △88,131 85,767

 
【訂正後】 
 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） 

 

自動車機器

事業 

（千円） 

ガス機器 

事業 

（千円） 

汎用機器 

事業 

（千円） 

不動産賃貸

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高     

 (1) 外部顧客に対する売

上高 
1,707,876 2,117,715 2,206,833 239,155 6,271,580 ― 6,271,580

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ―

計 1,707,876 2,117,715 2,206,833 239,155 6,271,580 ― 6,271,580

営業費用 1,578,685 2,196,680 2,280,157 42,158 6,097,681 88,131 6,185,812

営業利益(又は営業

損失△) 
129,191 △78,964 △73,324 196,996 173,898 △88,131 85,767

 


