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各 位 

 

平成20年8月13日 

 
会 社 名 北 沢 産 業 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長 尾崎 光行 

(コード番号 9930東証第一部) 

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 
管 理 本 部 長 佐竹 隆司 

 （TEL 03－5485－5020）
 
 

（訂正・数値データ訂正有り）｢平成21年3月期 第1四半期決算短信｣の一部訂正に関するお知らせ 

 
平成21年8月12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｣について、一部訂正がありましたので、下記のとおり

お知らせ申し上げます。なお、訂正部分には、＿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したので、訂正後のデー

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） 

                            （百万円未満切捨て） 
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 4,012 － 23 － 27 － △31   －

20年3月期第1四半期 3,774 △1.3 △24 － 7 △78.6 △30 －
  

 

 

 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 △1.34 ―― 

20年3月期第1四半期 △1.28 ―― 

(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           17,843            8,787   49.2 370.89   

20年3月期    18,648       8,889    47.7 375.17

(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 8,787百万円  20年3月期 8,889百万円 
 
 
（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 4,012 － △9 － △4 － △61   －

20年3月期第1四半期 3,774 △1.3 △24 － 7 △78.6 △30 －
  

 

 

 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 △2.61 ―― 

20年3月期第1四半期 △1.28 ―― 

(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                    17,813                     8,757   49.2 369.62   

20年3月期    18,648      8,889    47.7 375.17

(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 8,757百万円  20年3月期 8,889百万 
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・平成21年3月期 第1四半期決算短信（2ページ） 

 

１. 連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前） 

【略】 

これらの結果、当第１四半期の連結経営成績につきましては、売上高40億1千2百万円（前年同期比6.3％増）、営業利益2千3百万円（前

年同期は2千4百万円の営業損失）、経常利益2千7百万円（前年同期比251.0％増）と対前年同期に比し増収増益で推移したものの、投資

有価証券評価損4千4百万円を計上したため、税金等調整前四半期純損失は3百万円（前年同期は4百万円の純利益）、四半期純損失は3

千1百万円（前年同期は3千万円の純損失）となりました。 
 
（訂正後） 

【略】 

これらの結果、当第１四半期の連結経営成績につきましては、売上高40億1千2百万円（前年同期比6.3％増）、営業損失9百万円（前

年同期は2千4百万円の営業損失）、経常損失4百万円（前年同期は7百万円の経常利益）となりました。特別損失に投資有価証券評価損4

千4百万円を計上したため、税金等調整前四半期純損失は5千3百万円（前年同期は4百万円の純利益）、四半期純損失は6千1百万円（前

年同期は3千万円の純損失）となりました。 

 

・平成21年3月期 第1四半期決算短信（2ページ） 

 

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 

（訂正前） 

【略】 

当第１四半期の総資産は178億4千3百万円となり、前連結会計年度末より8億4百万円の減少となりました。主な減少要因としまして

は、受取手形及び売掛金が売上債権の回収により8億3千3百万円減少したことによるものです。 

負債総額は90億5千5百万円となり、前連結会計年度末より7億2百万円の減少となりました。主な減少要因としましては、支払手形及

び買掛金が仕入債務の支払いにより5億9千8百万円、未払法人税等が1億9千4百万円減少したことによるものです。 

純資産は87億8千7百万円となり、前連結会計年度末より1億2百万円の減少となりました。主な減少要因としましては、配当金の支払

9千4百万円と四半期純損失の計上額3千1百万円等によるものです。 

これらの結果、当第１四半期末の連結自己資本比率は49.2％となりました。 

 

（訂正後） 

【略】 

当第１四半期の総資産は178億1千3百万円となり、前連結会計年度末より8億3千5百万円の減少となりました。主な減少要因としまし

ては、受取手形及び売掛金が売上債権の回収により8億3千3百万円減少したことによるものです。 

負債総額は90億5千5百万円となり、前連結会計年度末より7億2百万円の減少となりました。主な減少要因としましては、支払手形及

び買掛金が仕入債務の支払いにより5億9千8百万円、未払法人税等が1億9千4百万円減少したことによるものです。 

純資産は87億5千7百万円となり、前連結会計年度末より1億3千2百万円の減少となりました。主な減少要因としましては、配当金の

支払9千4百万円と四半期純損失の計上額6千1百万円等によるものです。 

これらの結果、当第１四半期末の連結自己資本比率は49.2％となりました。 
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・平成21年3月期 第1四半期決算短信（3ページ） 

 
４. その他 

(2) 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 
（訂正前） 

【略】 

      ② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より｢棚卸資

産の評価に関する会計基準｣(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、原価法(貸借対照表価額について

は収益性の低下による簿価切下げの方法)により算定しております 
 この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益がそれぞれ24,513千円減少しており、税金等調整前四半期純
損失が24,513千円増加しております。 

 

（訂正後） 

【略】 

      ② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より｢棚卸資

産の評価に関する会計基準｣(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、原価法(貸借対照表価額について

は収益性の低下による簿価切下げの方法)により算定しております 
 この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ24,513千円増加し
ております。 
 
 
 

・平成21年3月期 第1四半期決算短信（4ページ） 

 

５．四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

 

（訂正前） 

(単位：千円)

 当第１四半期連結会計期間末 
前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 (平成20年6月30日) (平成20年3月31日) 

（資産の部）   

流動資産 

現金及び預金 3,027,222 2,734,814

受取手形及び売掛金 4,035,444 4,868,491

有価証券 299,539 299,471

商品 1,219,742 1,142,516

製品 9,657 10,649

原材料 68,823 65,796

仕掛品 17,678 13,649

繰延税金資産 82,353 101,273

その他 228,892 518,636

貸倒引当金 △21,672 △50,650

流動資産合計 8,967,682 9,704,650

 

【略】 

 

投資その他の資産 

投資有価証券 982,562 982,875

長期性預金 200,000 200,000

繰延税金資産 410,152 422,332

その他 321,103 293,729

貸倒引当金 △77,860 △66,781

投資その他の資産合計 1,835,957 1,832,156

固定資産合計 8,875,612 8,943,625

資産合計 17,843,295 18,648,275
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（訂正後） 

(単位：千円)

 当第１四半期連結会計期間末 
前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 (平成20年6月30日) (平成20年3月31日) 

（資産の部）   

流動資産 

現金及び預金 3,027,222 2,734,814

受取手形及び売掛金 4,035,444 4,868,491

有価証券 299,539 299,471

商品 1,219,742 1,142,516

製品 9,657 10,649

原材料 68,823 65,796

仕掛品 17,678 13,649

繰延税金資産 102,683 101,273

その他 228,892 518,636

貸倒引当金 △72,082 △50,650

流動資産合計 8,937,603 9,704,650

 

【略】 

 

投資その他の資産 

投資有価証券 982,562 982,875

長期性預金 200,000 200,000

繰延税金資産 410,152 422,332

その他 321,103 293,729

貸倒引当金 △77,860 △66,781

投資その他の資産合計 1,835,957 1,832,156

固定資産合計 8,875,612 8,943,625

資産合計 17,813,215 18,648,275

 
 
・平成21年3月期 第1四半期決算短信（５ページ） 

 

（訂正前） 

(単位：千円)

 当第１四半期連結会計期間末 
前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 (平成20年6月30日) (平成20年3月31日) 

 

【略】 

 

（純資産の部） 

株主資本 

資本金 3,235,546 3,235,546

資本剰余金 2,965,293 2,965,290

利益剰余金 2,661,035 2,787,620

自己株式 △29,137 △28,498

株主資本合計 8,832,738 8,959,958

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △44,932 △70,080

評価・換算差額等合計 △44,932 △70,080

純資産合計 8,787,805 8,889,878

負債純資産合計 17,843,295 18,648,275
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（訂正後） 

(単位：千円)

 当第１四半期連結会計期間末 
前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 (平成20年6月30日) (平成20年3月31日) 

 

【略】 

 

（純資産の部） 

株主資本 

資本金 3,235,546 3,235,546

資本剰余金 2,965,293 2,965,290

利益剰余金 2,630,956 2,787,620

自己株式 △29,137 △28,498

株主資本合計 8,802,658 8,959,958

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △44,932 △70,080

評価・換算差額等合計 △44,932 △70,080

純資産合計 8,757,726 8,889,878

負債純資産合計 17,813,215 18,648,275

 
 
・平成21年3月期 第1四半期決算短信（６ページ） 

 
 

（2）四半期連結損益計算書 

(第1四半期連結累計期間) 

 

（訂正前）  

 (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 4,012,713 

売上原価 2,927,036 

売上総利益 1,085,677 

販売費及び一般管理費 1,062,337 

営業利益 23,339 

営業外収益  

受取利息 879 

受取配当金 2,859 

その他 10,891 

営業外収益合計 14,631 

営業外費用  

支払利息 9,773 

その他 462 

営業外費用合計 10,236 

経常利益 27,733 

特別利益 

貸

 

倒引当金戻入額 18,021 

特別利益合計 18,021 

特別損失  

固定資産売却損 188 

固定資産除却損 4,294 

投資有価証券評価損 44,668 

特別損失合計 49,151 

税金等調整前四半期純損失 3,396 

法人税、住民税及び事業税 14,271 

法人税等調整額 14,103 

法人税等合計 28,375 

四半期純損失 31,771 
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（2）四半期連結損益計算書 

(第1四半期連結累計期間) 

 

（訂正後）  

 (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 4,012,713 

売上原価 2,927,036 

売上総利益 1,085,677 

販売費及び一般管理費 1,094,726 

営業損失 9,049 

営業外収益  

受取利息 879 

受取配当金 2,859 

その他 10,891 

営業外収益合計 14,631 

営業外費用  

支払利息 9,773 

その他 462 

営業外費用合計 10,236 

経常損失 4,654 

特別損失  

固定資産売却損 188 

固定資産除却損 4,294 

投資有価証券評価損 44,668 

特別損失合計 49,151 

税金等調整前四半期純損失 53,806 

法人税、住民税及び事業税 14,271 

法人税等調整額 △6,226 

法人税等合計 8,044 

四半期純損失 61,851 

 
 

【訂正理由】 
 

会計監査人より、一般債権の貸倒引当金繰入額算出時の繰入率に誤りがあると指摘を受けたため、訂正いたしました。 

なお、8月12日付で発表した業績予想に変更はありません。 
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