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平成20年8月12日

各  位 
会 社 名 ナビタス株式会社 
代表者名 代表取締役社長 中村 弘一 
（JASDAQ・コード番号：6276） 
（ＵＲＬ http://www.navitas.co.jp） 
問合せ先 執行役員管理部長 眞柄光孝 
電  話 072-244-1231 

 
 
 

（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８月４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」の記載事項につ

きまして、一部訂正がありましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありま

したので訂正後の数値データも送信します。 
 

記 
 
１．訂正理由 
 当社は、平成20年８月４日に発表した平成21年３月期第１四半期の決算を変更いたしました。こ

れは、連結子会社である納維達斯机械（蘇州）有限公司の売上計上額に誤りが確認されたためであ

ります。 
 

 
２．訂正箇所 
 訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。 
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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 1,385 － 121 － 141 － 81 － 
20年３月期第１四半期 995 44.8 △39 － △21 － △５ － 

 

 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 15 23 － －   
20年３月期第１四半期 △１ 01 － －   

 
 (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 6,193 4,425 71.5 827 33
20年３月期 6,091 4,388 72.0 819 89 
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 4,425百万円 20年３月期 4,388百万円

 
【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 1,395 － 128 － 148 － 86 － 
20年３月期第１四半期 995 44.8 △39 － △21 － △５ － 

 

 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 16 09 － －   
20年３月期第１四半期 △１ 01 － －   

 
 (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 6,199 4,430 71.5 828 18
20年３月期 6,091 4,388 72.0 819 89 
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 4,430百万円 20年３月期 4,388百万円
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3 ページ ・定性的情報・財務諸表等 
【訂正前】 
 1．連結経営成績に関する定性的情報 
   （省略） 
  その結果、当第１四半期における売上高は13億85百万円（前年同期は９億95百万円）、営業利 

益は１億21百万円（前年同期は営業損失△39百万円）、経常利益は１億41百万円（前年同期は経 
常損失△21百万円）となり、当期四半期純利益は81百万円（前年同期は四半期純損失△5百万

円）となりました。 
 
【訂正後】 
 1．連結経営成績に関する定性的情報 
   （省略） 
  その結果、当第１四半期における売上高は13億95百万円（前年同期は９億95百万円）、営業利 

益は１億28百万円（前年同期は営業損失△39百万円）、経常利益は１億48百万円（前年同期は経 
常損失△21百万円）となり、当期四半期純利益は86百万円（前年同期は四半期純損失△5百万

円）となりました。 
 

3 ページ ・定性的情報・財務諸表等 
【訂正前】 
 ２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比較して１億２百万円増

加し、61億93百万円となりました。これは主として現金及び預金が２億46百万円増加し、受取
手形及び売掛金が１億19百万円減少したことによるものであります。負債は、前連結会計年度
末と比較して64百万円増加し、17億68百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛
金が１億48百万円増加し、未払法人税が81百万円減少したことによるものであります。純資産
は前連結会計年度末と比較して37百万円増加し、44億25百万円となりました。 
 
（2）キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して２億46

百万円増加し、22億39百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローでは、３億４百万円の収入（前連結会計年度末は７億36

百万円の収入）となりました。これは主として税金等調整前当期四半期純利益の計上１億41百
万円、売上債権の減少１億６百万円、仕入債務の増加１億47百万円、法人税等の支払１億２千
万円によるものであります。 
（省略） 

 
【訂正後】 
 ２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比較して１億７百万円増

加し、61億99百万円となりました。これは主として現金及び預金が２億53百万円増加し、受取
手形及び売掛金が１億22百万円減少したことによるものであります。負債は、前連結会計年度
末と比較して65百万円増加し、17億68百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛
金が１億49百万円増加し、未払法人税が80百万円減少したことによるものであります。純資産
は前連結会計年度末と比較して42百万円増加し、44億30百万円となりました。 
 
（2）キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して２億53

百万円増加し、22億46百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローでは、３億10百万円の収入（前連結会計年度末は７億36

百万円の収入）となりました。これは主として税金等調整前当期四半期純利益の計上１億48百
万円、売上債権の減少１億９百万円、仕入債務の増加１億48百万円、法人税等の支払１億19千
万円によるものであります。 
（省略） 
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５、６ページ 5. 四半期連結財務諸表 
 

【訂正前】 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

    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   2,239,982 1,993,010

   受取手形及び売掛金  1,100,194 1,219,913

   たな卸資産 541,341 521,489

   その他  90,407 121,448

   貸倒引当金  △4,208 △3,240

   流動資産合計  3,967,896 3,852,622

  （中略） 

  資産合計  6,193,851 6,091,404

 負債の部  

  流動負債  

   支払手形及び買掛金  1,365,051 1,216,700

   未払法人税等  48,447 129,589

   未払消費税等  11,864 12,617

   賞与引当金  28,269 50,114

   その他  103,195 83,150

   流動負債合計  1,556,828 1,492,172

  （中略） 

  負債合計  1,768,073 1,703,105

 純資産の部  

  株主資本   

   資本金  1,075,400  1,075,400 

   資本剰余金  942,600 942,600 

   利益剰余金  2,535,083  2,493,726 

   自己株式   △151,480  △150,407 

   株主資本合計   4,401,603  4,361,319 

  （中略） 

  純資産合計  4,425,777 4,388,298

 負債純資産合計  6,193,851 6,091,404 
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【訂正後】 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

    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  2,246,836 1,993,010

   受取手形及び売掛金  1,097,608 1,219,913

   商品及び製品 104,632 103,231

   原材料及び貯蔵品 84,514 88,474

   仕掛品 351,981 329,167

   その他  91,631 122,064

   貸倒引当金  △4,208 △3,240

   流動資産合計  3,973,176 3,852,622

  （中略） 

  資産合計  6,199,130 6,091,404

 負債の部  

  流動負債  

   支払手形及び買掛金  1,366,267 1,216,700

   未払法人税等  49,502 129,589

   未払消費税等  11,864 12,617

   賞与引当金  28,269 50,114

   その他  101,633 83,150

   流動負債合計  1,557,537 1,492,172

  （中略） 

  負債合計  1,768,782 1,703,105

 純資産の部  

  株主資本   

   資本金  1,075,400  1,075,400 

   資本剰余金  942,600 942,600 

   利益剰余金  2,539,654  2,493,726 

   自己株式   △151,480  △150,407 

   株主資本合計  4,406,174  4,361,319 

  （中略） 

  純資産合計  4,430,348 4,388,298

 負債純資産合計  6,199,130 6,091,404 
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７ページ 5. 四半期連結財務諸表 
 

【訂正前】 
 (2) 四半期連結損益計算書 

 （単位：千円）

   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  1,385,289 

 売上原価  1,023,895

 売上総利益  361,393

 販売費及び一般管理費  

  販売費及び一般管理費合計  239,602

 営業利益  121,791

 営業外収益  

  受取利息及び配当金  2,359 

  雑収入  17,186

  営業外収益合計  19,546

 営業外費用  

  支払利息 20

  雑損失  97

  営業外費用合計  118

 経常利益  141,220

 特別損失  

  特別損失合計  1

 税金等調整前四半期純利益  141,219

 法人税、住民税及び事業税  60,734

 法人税等調整額  △1,014

 法人税等合計  59,719

 四半期純利益  81,499
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【訂正後】 
 (2) 四半期連結損益計算書 

 （単位：千円）

   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  1,395,643

 売上原価  1,023,895

 売上総利益  371,748

 販売費及び一般管理費  

  販売費及び一般管理費合計  242,887

 営業利益  128,860

 営業外収益  

  受取利息及び配当金  2,359 

  為替差益 13,546

  雑収入  3,629

  営業外収益合計  19,535

 営業外費用  

  雑損失  122

  営業外費用合計  122

 経常利益  148,273

 特別損失  

  特別損失合計  0

 税金等調整前四半期純利益  148,272

 法人税、住民税及び事業税  61,424

 法人税等調整額  778

 法人税等合計  62,202

 四半期純利益  86,070
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８ページ 5. 四半期連結財務諸表 
 

【訂正前】 
  (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円）

   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  141,219 

  減価償却費  27,599 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）  1,191 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   △21,643 

  退職給付引当金の増減額（△は減少）   △2,970 

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  3,281 

  受取利息及び受取配当金   △2,359 

  支払利息 20 

  為替差損益（△は益）   △129 

  売上債権の増減額（△は増加）  106,857 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   △21,382 

  仕入債務の増減額（△は減少）  147,633 

  未払消費税等の増減額（△は減少）  35,475 

  その他  6,899 

  小計  421,692 

  利息及び配当金の受取額  2,359 

  利息の支払額 20 

  法人税等の支払額  120,012 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  304,018 

 （中略） 

 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,614

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  246,971

 現金及び現金同等物の期首残高  1,993,010

 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,239,982
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【訂正後】 
  (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円）

   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  148,272

  減価償却費  27,599 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）  1,191 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   △21,643 

  退職給付引当金の増減額（△は減少）   △2,970 

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  3,281 

  受取利息及び受取配当金   △2,359 

  為替差損益（△は益）   △129 

  売上債権の増減額（△は増加）  109,443

  たな卸資産の増減額（△は増加）   △21,382 

  仕入債務の増減額（△は減少）  148,849

  未払消費税等の増減額（△は減少）  35,475 

  その他  2,533

  小計  428,161

  利息及び配当金の受取額  2,359 

  法人税等の支払額  △119,648

  営業活動によるキャッシュ・フロー  310,873

 （中略） 

 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,614

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  253,826

 現金及び現金同等物の期首残高  1,993,010

 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,246,836
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９ページ (5) セグメント情報 
 

【訂正前】 
【海外売上高】 

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) 
 アジア その他 計 

 Ⅰ 海外売上高(千円) 511,049 952 512,001

 Ⅱ 連結売上高(千円) 1,385,289

 Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 36.9 0.1 37.0

   
 

【訂正後】 
【海外売上高】 
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) 

 アジア その他 計 

 Ⅰ 海外売上高(千円) 521,404 952 522,356

 Ⅱ 連結売上高(千円) 1,395,643

 Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 37.4 0.1 37.4

 
 
 


