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平成 20 年８月 12 日 

各      位 

 

会 社 名  東洋刄物株式会社 
（コード番号 5964 東証第二部） 
代表者名  代表取締役社長 庄子 公侑 
問合せ先  常務取締役管理部長 髙橋 允
（ＴＥＬ  022－258－2233） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期第１四半期決算短信」の一部訂正について  

 

 平成 20 年７月 30 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 第１四半期決算短信」の記載事

項に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は 

   を付して表示しております。 

 また、数値データにも訂正がありますので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 

記 

 

【正誤表】 

○平成21 年３月期 第１四半期決算短信 

［１ページ］ 

１．平成21 年３月期第１四半期の連結業績（平成20 年４月１日～平成20 年６月30 日） 

（訂正前） 

（1）連結経営成績（累計）                  （％表示は対前年同四半期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年３月期第１四半期 1,865 ― 17 ― 23 ― 18 ―

20 年３月期第１四半期 2,003 5.0 66 △35.5 64 △27.6 43 △23.3

 

  
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり 

四半期純利益 
円 銭 円 銭

21 年３月期第１四半期 1 87 ―

20 年３月期第１四半期 4 38 ―

 

（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

21 年３月期第１四半期 9,647 1,876 19.4 187 84

20 年３月期 9,028 1,872 20.7 187 41

(参考)自己資本    21 年３月期第１四半期 1,875 百万円  20 年３月期 1,871 百万円 

 

 

 

 



 

2 

（訂正後） 

（1）連結経営成績（累計）                  （％表示は対前年同四半期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年３月期第１四半期 1,865 ― 13 ― 20 ― 17 ―

20 年３月期第１四半期 2,003 5.0 66 △35.5 64 △27.6 43 △23.3

 

  
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭

21 年３月期第１四半期 1 76 ―

20 年３月期第１四半期 4 38 ―

 

（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

21 年３月期第１四半期 9,646 1,875 19.4 187 73

20 年３月期 9,028 1,872 20.7 187 41

(参考)自己資本    21 年３月期第１四半期 1,874 百万円  20 年３月期 1,871 百万円 

 

 

 

［２ページ］ 

定性的情報・財務諸表等 

1．連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前） 

【略】 

 この結果、連結売上高は18億65百万円（前年同期比6.9％減）となり、工業用機械刃物の主な材料で

ある鋼材をはじめ原油、諸資材等の大幅な値上がりなどから売上原価率が大きく上昇したこともあり、

営業利益は17百万円にとどまりました。経常利益は為替差益による営業外収益増により23百万円、四

半期純利益は18百万円となりました。  

 

（訂正後） 

【略】 

 この結果、連結売上高は18億65百万円（前年同期比6.9％減）となり、工業用機械刃物の主な材料で

ある鋼材をはじめ原油、諸資材等の大幅な値上がりなどから売上原価率が大きく上昇したこともあり、

営業利益は13百万円にとどまりました。経常利益は為替差益による営業外収益増により20百万円、四

半期純利益は17百万円となりました。  
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2．連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

【略】 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ６億31百万円増加し、69億16百万円となりました。主な要因

は、年度資金の借入により現金及び預金が６億44百万円増加したことによるものであります。  

【略】 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円増加し、18億76百万円となりました。 

 

（訂正後） 

【略】 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ６億27百万円増加し、69億12百万円となりました。主な要因

は、年度資金の借入により現金及び預金が６億44百万円増加したことによるものであります。  

【略】 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ３百万円増加し、18億75百万円となりました。 

 

＜連結キャッシュ・フローの状況＞ 

（訂正前） 

【略】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間の営業活動による資金の増加は、１億36百万円(前連結会計年度は２億91

百万円の増加）となりました。これはたな卸資産の増加78百万円、退職給付引当金の減少69百万円、

法人税等の支払いが21百万円あったものの、売上債権の減少１億60百万円、賞与引当金の増加１億22

百万円、減価償却費54百万円などがあったことを反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第1四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、53百万円（前連結会計年度は３億

66百万円の減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が48百万円あったことな

どを反映したものであります。 

【略】 

 

（訂正後） 

【略】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間の営業活動による資金の増加は、１億39百万円(前連結会計年度は２億91

百万円の増加）となりました。これはたな卸資産の増加71百万円、退職給付引当金の減少69百万円、

法人税等の支払いが21百万円あったものの、売上債権の減少１億60百万円、賞与引当金の増加１億22

百万円、減価償却費54百万円などがあったことを反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第1四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、56百万円（前連結会計年度は３億

66百万円の減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が48百万円あったことな

どを反映したものであります。 

【略】 
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［４ページ］ 

5.四半期財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

（訂正前）                                   （単位：百万円） 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,057 1,413

  受取手形及び売掛金 2,398 2,558

  製品 647 625

  原材料 481 455

  仕掛品 922 894

  貯蔵品 77 75

  繰延税金資産 278 259

  その他 96 49

  貸倒引当金 △ 43 △ 46

  流動資産合計 6,916 6,284

 固定資産 

  有形固定資産 1,594 1,630

  無形固定資産 143 137

  投資その他の資産 

   投資有価証券 502 461

   繰延税金資産 244 274

   その他 280 274

   貸倒引当金 △ 33 △ 34

   投資その他の資産合計 993 975

  固定資産合計 2,730 2,744

 資産合計 9,647 9,028

 

（訂正後）                                           （単位：百万円） 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,057 1,413

  受取手形及び売掛金 2,398 2,558

  製品 644 625

  原材料 481 455

  仕掛品 918 894

  貯蔵品 77 75

  繰延税金資産 280 259

  その他 97 49

  貸倒引当金 △ 43 △ 46

  流動資産合計 6,912 6,284

 固定資産 

  有形固定資産 1,594 1,630

  無形固定資産 146 137

  投資その他の資産 

   投資有価証券 502 461

   繰延税金資産 244 274

   その他 280 274

   貸倒引当金 △ 33 △ 34

   投資その他の資産合計 993 975

  固定資産合計 2,733 2,744

 資産合計 9,646 9,028
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［５ページ］ 

（訂正前）                                   （単位：百万円） 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

負債の部 

【略】 

 負債合計 7,770 7,156

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 500 500

  資本剰余金 194 194

  利益剰余金 1,103 1,134

  自己株式 △ 3 △ 3

  株主資本合計 1,794 1,826

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 64 50

  為替換算調整勘定 16 △ 5

  評価・換算差額等合計 80 44

 少数株主持分 1 1

 純資産合計 1,876 1,872

負債純資産合計 9,647 9,028

 

（訂正後）                                   （単位：百万円） 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

負債の部 

【略】 

 負債合計 7,770 7,156

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 500 500

  資本剰余金 194 194

  利益剰余金 1,102 1,134

  自己株式 △ 3 △ 3

  株主資本合計 1,793 1,826

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 64 50

  為替換算調整勘定 16 △ 5

  評価・換算差額等合計 80 44

 少数株主持分 1 1

 純資産合計 1,875 1,872

負債純資産合計 9,646 9,028
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［６ページ］ 

（2）四半期連結損益計算書 

（訂正前）                        （単位：百万円） 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 20 年６月 30 日) 

売上高 1,865 

売上原価 1,407 

売上総利益 458 

販売費及び一般管理費 440 

営業利益 17 

営業外収益  

 受取利息 0 

 受取配当金 2 

 為替差益 24 

 持分法による投資利益 7 

 その他 6 

 営業外収益合計 41 

営業外費用  

 支払利息 29 

 その他 5 

 営業外費用合計 35 

経常利益 23 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 3 

 特別利益合計 3 

特別損失  

 連結子会社過年度役員退職慰労引当金繰入額 0 

 特別損失合計 0 

税金等調整前四半期純利益 26 

法人税、住民税及び事業税 6 

法人税等調整額 1 

法人税等合計 7 

少数株主利益 0 

四半期純利益 18 
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（訂正後）                         （単位：百万円） 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 20 年６月 30 日) 

売上高 1,865 

売上原価 1,414 

売上総利益 451 

販売費及び一般管理費 437 

営業利益 13 

営業外収益  

 受取利息 0 

 受取配当金 2 

 為替差益 24 

 持分法による投資利益 7 

 その他 6 

 営業外収益合計 41 

営業外費用  

 支払利息 28 

 その他 5 

 営業外費用合計 34 

経常利益 20 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 3 

 特別利益合計 3 

税金等調整前四半期純利益 23 

法人税、住民税及び事業税 6 

法人税等調整額 0 

法人税等合計 6 

少数株主利益 0 

四半期純利益 17 
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［７ページ］ 

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前）                         （単位：百万円） 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 20 年６月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益 26 

 減価償却費 54 

 貸倒引当金の減少（△）額 △ 3 

 賞与引当金の増加額 122 

 退職給付引当金の減少（△）額 △ 69 

 役員退職慰労引当金の増加額 0 

 未払消費税等の減少（△）額 △ 12 

 固定資産除却損 0 

 破産債権更生債権等の減少額 0 

 受取利息及び受取配当金 △ 2 

 支払利息 29 

 預り金の減少（△）額 △ 42 

 従業員長期預り金の増加額 47 

 為替差益（△） △ 17 

 売上債権の減少額 160 

 たな卸資産の増加（△）額 △ 78 

 仕入債務の減少（△）額 △ 19 

 未払金の増加額 3 

 未収入金の増加額 △ 12 

 その他 △ 2 

 小計 185 

 利息及び配当金の受取額 2 

 利息の支払額 △ 29 

 法人税等の支払額 △ 21 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 136 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 △ 48 

 定期預金の預入による支出 △ 32 

 定期預金の払戻による収入 30 

 貸付による支出 △ 3 

 貸付回収による収入 0 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 53 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増額 174 

 長期借入れによる収入 600 

 長期借入金の返済による支出 △ 203 

 自己株式の取得による支出 0 

 配当金の支払額 △ 28 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 542 

現金及び現金同等物に係る換算差額 17 

現金及び現金同等物の増加額 642 

現金及び現金同等物の期首残高 1,182 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,824 
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（訂正後）                         （単位：百万円） 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 20 年６月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益 23 

 減価償却費 54 

 貸倒引当金の減少（△）額 △ 3 

 賞与引当金の増加額 122 

 退職給付引当金の減少（△）額 △ 69 

 役員退職慰労引当金の増加額 0 

 未払消費税等の減少（△）額 △ 12 

 固定資産除却損 0 

 破産債権更生債権等の減少額 0 

 受取利息及び受取配当金 △ 2 

 支払利息 28 

 預り金の減少（△）額 △ 42 

 従業員長期預り金の増加額 47 

 為替差益（△） △ 17 

 売上債権の減少額 160 

 たな卸資産の増加（△）額 △ 71 

 仕入債務の減少（△）額 △ 19 

 未払金の増加額 3 

 未収入金の増加額 △ 12 

 その他 △ 2 

 小計 188 

 利息及び配当金の受取額 2 

 利息の支払額 △ 29 

 法人税等の支払額 △ 21 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 139 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △ 48 

 無形固定資産の取得による支出 △3 

 定期預金の預入による支出 △ 32 

 定期預金の払戻による収入 30 

 従業員に対する貸付による支出 △ 3 

 従業員に対する貸付金の回収による収入 0 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 56 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増額 174 

 長期借入れによる収入 600 

 長期借入金の返済による支出 △ 203 

 自己株式の取得による支出 0 

 配当金の支払額 △ 28 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 542 

現金及び現金同等物に係る換算差額 17 

現金及び現金同等物の増加額 642 

現金及び現金同等物の期首残高 1,182 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,824 
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［８ページ］ 

（5）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

（訂正前） 

  

工業用 

機械刃物 

(百万円) 

産業用機

械 

及び部品

(百万円)

緑化造園

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

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 
1,382 347 136 1,865 ― 1,865

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
― 0 0 1 (1) ―

計 1,382 348 137 1,867 (1) 1,865

営業利益又は営業損失(△) 179 △23 2 158 (140) 17

 

（訂正後） 

  

工業用 

機械刃物 

(百万円) 

産業用機

械 

及び部品

(百万円)

緑化造園

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高  

(1) 外部顧客に 

  対する売上高 
1,382 347 136 1,865 ― 1,865

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
― 0 0 1 (1) ―

計 1,382 348 137 1,867 (1) 1,865

営業利益又は営業損失(△) 175 △23 2 154 (140) 13

 

【訂正の理由】 

 原価差額調整の計算に誤りが確認されたことが主な原因であり、その他精査のうえ一部修

正いたしております。 

 

以 上 
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四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,865 ― 13 ― 20 ― 17 ―

20年3月期第1四半期 2,003 5.0 66 △35.5 64 △27.6 43 △23.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 1.76 ―

20年3月期第1四半期 4.38 ―

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

21年3月期第1四半期 9,646 1,875 19.4 187.73
20年3月期 9,028 1,872 20.7 187.41

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,874百万円 20年3月期  1,871百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 3,940 ― 130 ― 80 ― 60 ― 6.01
通期 8,180 △0.6 290 △26.6 170 △34.9 120 △3.2 12.02

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、３ページ定性的情報・財務諸表等 4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ定性的情報・財務諸表等 4．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料の発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確定な要因に係る仮定を前提としています。実際の業績は、今後
様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  10,000,000株 20年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  16,815株 20年3月期  16,316株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  9,983,185株 20年3月期第1四半期  9,983,934株


