
（財）財務会計基準機構会員

平成 19 年６月 25 日 

各      位 

会 社 名  株式会社  赤阪鐵工所 

代表者名  取締役社長 赤 阪  全 七 

（コード番号 6022 東証第 ２ 部） 

問合せ先  常務取締役総務・営業担当 

木 村  充 宏  

（TEL．  054 － 685 － 6081 ） 

（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」の一部に誤りがありましたので、下記の

通り訂正いたします。 

 

記 

 

訂正内容 
（各訂正個所の【 】内は記載されたページ番号を表し、修正個所には下線を付しております。） 
 

【Ｐ２】 

最下部 

〈訂正前〉 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって異なる場合があります。なお、上記予想数値に関する事項は、添付資料５ページをご参照ください。 

〈訂正後〉 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって異なる場合があります。なお、上記予想数値に関する事項は、添付資料３ページをご参照ください。 

 

【Ｐ５】 

〈訂正前〉 

２．企業集団の状況 
 当企業集団は株式会社赤阪鐵工所（当社）及び子会社株式会社タイクウ１社により構成されており、事業は舶用内燃機関

及び産業・土木機械を製造販売しております。うち、土木機械においては当社が製造し（株）タイクウに賃貸（一部販売）

し、（株）タイクウが一般ユーザーに賃貸（一部販売）しております。 
 当企業集団の取引を図示しますと次のとおりとなります。 
以下略 

〈訂正後〉 

２．企業集団の状況 
 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（（株）赤阪鐵工所）、子会社１社（（株）タイクウ）及び関連会社３

社（持分法非適用会社）により構成されており、舶用内燃機関及び産業・土木機械を製造販売しております。うち、土木機

械においては当社が製造し（株）タイクウに賃貸（一部販売）し、（株）タイクウが一般ユーザーに賃貸（一部販売）して

おります。 
 当社グループの取引を図示しますと次のとおりとなります。 
以下略 



【Ｐ７】 

〈訂正前〉 

（１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円）

   （略）   

Ⅱ 固定資産     

(1)有形固定資産     

１．建物及び構築物 ※1.2 5,319,473 5,350,833   

減価償却累計額  3,258,472 2,061,001 3,396,383 1,954,449  

２．機械装置及び運搬具 ※1.2 7,111,692 7,513,310   

減価償却累計額  6,144,043 967,648 6,343,629 1,169,681  

３．土地 ※２  821,454 821,454  

４．建設仮勘定   51,079 27,414  

５．その他 ※１ 2,403,686 2,493,282   

減価償却累計額  2,142,167 261,519 2,231,897 261,384  

有形固定資産合計   4,162,703 28.4 4,234,384 26.7 71,680

(2)無形固定資産   47,453 0.3 47,741 0.3 288

(3)投資その他の資産     

１．投資有価証券 ※２  1,388,650 1,410,811  

２．その他   488,727 279,804  

   （略）   

 



〈訂正後〉 

（１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円）

   （略）   

Ⅱ 固定資産     

(1)有形固定資産     

１．建物及び構築物 ※２ 5,319,473 5,350,833   

減価償却累計額  3,258,472 2,061,001 3,396,383 1,954,449  

２．機械装置及び運搬具 ※２ 7,111,692 7,513,310   

減価償却累計額  6,144,043 967,648 6,343,629 1,169,681  

３．土地 ※２  821,454 821,454  

４．建設仮勘定   51,079 27,414  

５．その他  2,403,686 2,493,282   

減価償却累計額  2,142,167 261,519 2,231,897 261,384  

有形固定資産合計   4,162,703 28.4 4,234,384 26.7 71,680

(2)無形固定資産   47,453 0.3 47,741 0.3 288

(3)投資その他の資産     

１．投資有価証券 ※1.2  1,388,650 1,423,164  

２．その他   488,727 267,451  

   （略）   

 



【Ｐ10】 

〈訂正前〉 

（２）連結損益計算書 

  

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） 

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） 

対前年比

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

増減 

（千円）

   （略）   

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  2,882 3,315   

２．受取配当金  12,961 14,360   

３．その他の営業外収益  23,002 38,847 0.3 32,117 49,793 0.4 10,946

   （略）   

Ⅵ 特別利益     

１．投資有価証券売却益  2,217 756   

２．出資証券売却益  ― 32,183   

３．その他の特別利益  ─ 2,217 0.0 304 33,244 0.3 31,026

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却損 ※３ 30,344 ―   

２．固定資産除却損 ※４ 6,192 4,004   

３．事業生命保険評価損  17,873 ―   

４．事業生命保険解約損  ― 20,071   

５．その他の特別損失  ― 54,410 0.5 6,969 31,045 0.2 △23,365

   （略）   

 



〈訂正後〉 

（２）連結損益計算書 

  

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） 

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） 

対前年比

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

増減 

（千円）

   （略）   

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  2,882 3,315   

２．受取配当金  12,961 14,360   

３．開発助成金  ― 18,890   

４．その他の営業外収益  23,002 38,847 0.3 13,226 49,793 0.4 10,946

   （略）   

Ⅵ 特別利益     

１．投資有価証券売却益  2,217 ―   

２．出資証券売却益  ― 32,183   

３．その他の特別利益  ─ 2,217 0.0 1,060 33,244 0.3 31,026

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却損 ※３ 30,344 ―   

２．固定資産除却損 ※４ 6,192 4,004   

３．投資有価証券評価損  ― 4,999   

４．事業生命保険評価損  17,873 ―   

５．事業生命保険解約損  ― 20,071   

６．その他の特別損失  ― 54,410 0.5 1,969 31,045 0.2 △23,365

   （略）   

 



【Ｐ13】 

〈訂正前〉 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  

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） 

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） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
    

税金等調整前当期純利

益 
 425,419 562,375  

減価償却費  435,044 506,405  

その他の投資解約損  ─ 22,033  

出資証券売却益  ─ △32,487  

投資有価証券評価損  ─ 4,999  

投資有価証券売却益  △2,217 △756  

投資有価証券売却損  ─ 7  

棚卸資産の減少額（△

増加額） 
 △798,485 271,122  

貸倒引当金の増加額

（△減少額） 
 26,041 △24,430  

  （略）   

〈訂正後〉 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  

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） 

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） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
    

税金等調整前当期純利

益 
 425,419 562,375  

減価償却費  435,044 506,405  

事業生命保険等解約損  ─ 22,033  

出資証券売却益  ─ △32,183  

投資有価証券評価損  ─ 4,999  

投資有価証券売却益  △2,217 △756  

投資有価証券売却損  ─ 7  

棚卸資産の減少額（△

増加額） 
 △798,485 271,122  

貸倒引当金の増加額

（△減少額） 
 26,041 △24,735  

  （略）   

 



【Ｐ15】 

〈訂正前〉 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
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） 

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） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社は、株式会社タイクウ１社であり同社を連

結しております。 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当する会社はありません。 同左

 （略）  

〈訂正後〉 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
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） 

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） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社は、株式会社タイクウ１社であり同社を連

結しております。 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当する会社はありません。  関連会社３社（駿南鉄工（株）、（株）クサナギ、

（株）アカサカテック）は、それぞれ当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法を適用しておりません。

 （略）  

 

【Ｐ17】 

〈訂正前〉 

追加情報 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

────── （賞与引当金） 

  人事制度が変更されたことに伴い、当連結会計年度末の残高は

従来に比べ対応期間が1ヶ月多くなっております。このため従来の

方法によった場合と比較して34,000千円増加しております。

〈訂正後〉 

追加情報 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

────── （賞与引当金） 

  人事制度が変更されたことに伴い、当連結会計年度末の残高は

従来に比べ対応期間が1ヶ月多くなっております。このため従来の

方法によった場合と比較して賞与引当金は34,000千円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額減

少しております。

 



【Ｐ18】 

〈訂正前〉 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額

11,544,683千円 11,971,911千円

（略）  

〈訂正後〉 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ ────── ※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）           12,352千円

（略）  

 

【Ｐ19】 

〈訂正前〉 

（連結損益計算書関係） 

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） 

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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 
 

 （千円） 

給料手当 445,279 

支払手数料 182,203 

発送費 225,163 

退職給付費用 40,713 

賞与引当金繰入額 47,411 

貸倒引当金繰入額 44,440 

役員退職引当金繰入額 9,862 
  

 
 （千円） 

給料手当 479,125 

支払手数料 161,467 

発送費 266,388 

退職給付費用 28,885 

賞与引当金繰入額 56,999 

貸倒引当金繰入額 12,944

役員退職引当金繰入額 10,500 
  

（略）  

〈訂正後〉 

（連結損益計算書関係） 

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） 

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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 
 

 （千円） 

給料手当 445,279 

支払手数料 182,203 

発送費 225,163 

退職給付費用 40,713 

賞与引当金繰入額 47,411 

貸倒引当金繰入額 44,440 

役員退職引当金繰入額 9,862 
  

 
 （千円） 

給料手当 479,125 

支払手数料 161,467 

発送費 266,388 

退職給付費用 28,885 

賞与引当金繰入額 56,999 

貸倒引当金繰入額 8,874

役員退職引当金繰入額 10,500 
  

（略）  



【Ｐ21】 

〈訂正前〉 

（リース取引関係） 

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） 

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） 

（略）  

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料及び減価償却費相当額 
 

 （千円） 

支払リース料 17,177 

減価償却費相当額 17,177 
  

 
 （千円） 

支払リース料 9,447

減価償却費相当額 9,447
  

（略）  

〈訂正後〉 

（リース取引関係） 

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） 

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） 

（略）  

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料及び減価償却費相当額 
 

 （千円） 

支払リース料 17,177 

減価償却費相当額 17,177 
  

 
 （千円） 

支払リース料 14,986

減価償却費相当額 14,986
  

（略）  

 

【Ｐ22】 

〈訂正前〉 

当連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 615,824 1,357,026 741,201

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 19,580 19,938 358 

合計 635,404 1,376,964 741,559

 

 ２．時価のない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)満期保有目的の債券  

割引債 4,643 

(2)その他有価証券  

非上場株式 33,847



〈訂正後〉 

当連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 614,744 1,357,026 742,281

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 19,580 19,938 358 

合計 634,324 1,376,964 724,639

 

 ２．時価のない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)満期保有目的の債券  

割引債 4,643 

(2)その他有価証券  

非上場株式 46,199

 

【Ｐ25】 

〈訂正前〉 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因 

となった主要な項目別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

 （％）   

法定実効税率 39.74  

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.23  

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△0.39  

住民税均等割 0.83  

法定実行税率と税効果適

用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実行税率

の100分の5以下であるため

注記を省略しております。

その他 1.36   

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.77   

〈訂正後〉 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因 

となった主要な項目別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

 （％）   

法定実効税率 39.74  39.74

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.23  1.53

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△0.39  △0.33

住民税均等割 0.83  1.41

過年度法人税等 ―  13.12

試験研究費等の税額控除 ―  △1.27

その他 1.36  △1.13

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.77  53.07



【Ｐ33】 

〈訂正前〉 

（２）損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

増減 

（千円）

   （略）   

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  2,869 3,313   

２．受取配当金  12,852 14,278   

３．雑収入  22,937 38,659 0.3 32,051 49,643 0.4 10,984

   （略）   

Ⅵ 特別利益     

１．投資有価証券売却益  2,217 756   

２．出資証券売却益  ― 32,183   

３．その他特別利益  ― 2,217 0.0 11 32,951 0.3 30,733

     

〈訂正後〉 

（２）損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

増減 

（千円）

   （略）   

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  2,869 3,313   

２．受取配当金  12,852 14,278   

３．開発助成金  ― 18,890   

４．雑収入  22,937 38,659 0.3 13,161 49,643 0.4 10,984

   （略）   

Ⅵ 特別利益     

１．投資有価証券売却益  2,217 ―   

２．出資証券売却益  ― 32,183   

３．その他特別利益  ― 2,217 0.0 767 32,951 0.3 30,733

     

 



【Ｐ34】 

〈訂正前〉 

  

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

増減 

（千円）

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却損  30,344 ―   

２．固定資産除却損  5,740 4,004   

３．事業生命保険評価損  17,873 ―   

４．事業生命保険解約損  ― 20,071   

５．その他特別損失  ― 53,957 0.5 6,969 31,045 0.2 △22,912

   （略）   

〈訂正後〉 

  

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

増減 

（千円）

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却損  30,344 ―   

２．固定資産除却損  5,740 4,004   

３．投資有価証券評価損  ― 4,999   

４．事業生命保険評価損  17,873 ―   

５．事業生命保険解約損  ― 20,071   

６．その他特別損失  ― 53,957 0.5 1,969 31,045 0.2 △22,912

   （略）   

 



【Ｐ37】〈追加〉 

 

６．その他 
 

生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

内燃機関関連事業（千円） 12,352,199 114.4 

その他の事業（千円） 627,783 117.0 

合計（千円） 12,979,982 114.6 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2）受注状況 

 当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

内燃機関関連事業 17,196,045 120.2 18,937,294 131.8 

その他の事業 627,783 117.0 ― ― 

合計 17,823,828 120.1 18,937,294 131.8 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

内燃機関関連事業（千円） 12,621,699 117.9 

その他の事業（千円） 627,783 117.0 

合計（千円） 13,249,482 117.9 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２．総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。 

 

以  上 


	連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	追加情報
	追加情報
	注記事項
	（連結貸借対照表関係）
	注記事項
	（連結貸借対照表関係）
	（連結損益計算書関係）
	（連結損益計算書関係）
	（リース取引関係）
	（リース取引関係）
	当連結会計年度末（平成19年３月31日現在）
	１．その他有価証券で時価のあるもの
	２．時価のない主な有価証券の内容
	当連結会計年度末（平成19年３月31日現在）
	１．その他有価証券で時価のあるもの
	２．時価のない主な有価証券の内容
	（２）損益計算書
	（２）損益計算書
	６．その他
	生産、受注及び販売の状況
	\(1）生産実績
	当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
	（注）１．金額は販売価格によっております。
	２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
	\(2）受注状況
	当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
	（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
	\(3）販売実績
	当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
	（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
	２．総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。




