
   

平成 19 年 6 月 19 日 

各   位 

会社名 黒田精工株式会社 

代表者名 取締役社長 前田 哲也 

（コード番号 7726 東証第２部） 

問合せ先 経理部長  吉田 卓男 

  （TEL 044－555－3800） 

 

 

 

（訂正）平成 19 年３月期決算短信の一部訂正について 

 

 

平成 19 年 5 月 18 日に発表いたしました「平成 19 年 3 月期決算短信」の記載内容の一部に訂正

がありましたのでお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

 

１． ４ページ 
１．経営成績 
(1)経営成績に関する分析 
○システム機器部門 

（訂正前） 

〔工作機械〕 

海外市場からの力強い需要に支えられて、平面研削盤の受注・売上共に好調に推移し受注高 1,828

百万円（前年同期比 546 百万円、+10.0％）、売上高 1,827 百万円（前年同期比 217 百万円、+13.5％）

となりました。平成 18 年 11 月には新機種の精密成形平面研削盤『新世代職人』GS-45 シリーズを発

売開始いたしました。 

 

（訂正後） 

〔工作機械〕 

海外市場からの力強い需要に支えられて、平面研削盤の受注・売上共に好調に推移し受注高 1,828

百万円（前年同期比 166 百万円、+10.0％）、売上高 1,827 百万円（前年同期比 217 百万円、+13.5％）

となりました。平成 18 年 11 月には新機種の精密成形平面研削盤『新世代職人』GS-45 シリーズを発

売開始いたしました。 
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４．連結財務諸表 
（3）連結剰余金計算書及び株主資本等変動計算書 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日） 

（訂正前） 

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） 1,875,000 1,451,395 2,176,975 △4,535 5,498,836

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △140,403  △140,403

 役員賞与 △2,000  △2,000

 当期純利益 937,884  937,884

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） 
△388 △388

連結会計年度中の変動額合計（千円） － － 795,481 △388 795,092

平成 19 年 3 月 31 日 残高（千円） 1,875,000 1,451,395 2,972,457 △4,924 6,293,928

 
評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

土地評価差額

金 

為替換算調整

勘定 

評価・換算差額

等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年 3 月 31 日残高（千円） 1,236,823 1,337,165 △15,499 2,558,489 91,939 8,149,264

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △140,403

 役員賞与  △2,000

 当期純利益  937,884

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） 
△189,047 18,155 △170,891 29,904 △141,375

連結会計年度中の変動額合計（千円） △189,047 － 18,155 △170,891 29,904 654,105

平成 19 年 3 月 31 日 残高（千円） 1,047,776 1,337,165 2,656 2,387,597 121,843 8,803,370

 

（訂正後） 

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） 1,875,000 1,451,395 2,176,975 △4,535 5,498,836

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △140,403  △140,403

 役員賞与 △2,000  △2,000

 当期純利益 937,884  937,884

 自己株式の取得 △388 △388

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計（千円） － － 795,481 △388 795,092

平成 19 年 3 月 31 日 残高（千円） 1,875,000 1,451,395 2,972,457 △4,924 6,293,928

 
評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

土地評価差額

金 

為替換算調整

勘定 

評価・換算差額

等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年 3 月 31 日残高（千円） 1,236,823 1,337,165 △15,499 2,558,489 91,939 8,149,264

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △140,403

 役員賞与  △2,000

 当期純利益  937,884

 自己株式の取得  △388

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） 
△189,047 18,155 △170,891 29,904 △140,986

連結会計年度中の変動額合計（千円） △189,047 － 18,155 △170,891 29,904 654,105

平成 19 年 3 月 31 日 残高（千円） 1,047,776 1,337,165 2,656 2,387,597 121,843 8,803,370
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４．連結財務諸表 
注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
（訂正前） 

当連結会計年度 

（平成 19 年 3 月 31 日） 

※５ 連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結

会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。 

受取手形                 149,225 千円 

（訂正後） 
当連結会計年度 

（平成 19 年 3 月 31 日） 

※５ 連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結

会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。 

受取手形                 13,168 千円 

 

４． 30 ページ 
４．連結財務諸表 
注記事項 
（セグメント情報） 
a. 事業の種類別セグメント情報 

（（注）8「事業区分の変更」の説明の下部分） 

なお、前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分すると次のようになります。 

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)                        

（訂正前） 

 
精密機器部門 

（千円） 

システム機器部門

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 
連結（千円）

Ⅰ売上高及び営業損益 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 13,399,805 5,873,042 19,272,848

 

 

－ 19,272,848

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 13,399,805 5,873,042 19,272,848 － 19,272,848

営業費用 12,104,766 5,158,776 17,263,543 882,550 18,146,093

営業利益 1,295,038 714,265 2,009,304 （882,550） 1,126,754

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出  

資   産 8,831,255 5,688,781 14,520,037 8,910,789 23,430,827

減価償却費 275,261 164,939 440,200 14,580 454,780

資本的支出 186,672 344,458 531,130 14,898 546,029

（訂正後） 

 
精密機器部門 

（千円） 

システム機器部門

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 
連結（千円）

Ⅰ売上高及び営業損益 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 13,399,805 5,873,042 19,272,848

 

 

－ 19,272,848

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 13,399,805 5,873,042 19,272,848 － 19,272,848

営業費用 12,104,766 5,158,776 17,263,543 882,550 18,146,093

営業利益 1,295,038 714,265 2,009,304 （882,550） 1,126,754

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出  

資   産 8,831,255 5,688,781 14,520,037 8,910,789 23,430,827

減価償却費 271,687 168,513 440,200 14,580 454,780

資本的支出 186,672 344,458 531,130 14,898 546,029



５． 44 ページ 
５．個別財務諸表 
注記事項 

（貸借対照表） 

（訂正前） 

当事業年度 

（平成 19 年 3 月 31 日） 

※８ 期末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度の末日

は金融機関の休日であったため、次の満期手形が残高に含まれております。 

受取手形                 149,225 千円 

（訂正後） 

当事業年度 

（平成 19 年 3 月 31 日） 

※８ 期末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度の末日

は金融機関の休日であったため、次の満期手形が残高に含まれております。 

受取手形                 13,168 千円 

 


