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各位 

                    会社名  株式会社 プラコー 

代表者  代表取締役会長兼社長 高寺 茂覚 

                （JASDAQ・コード6347） 
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                  ＴＥＬ  048－798－0222 

 
 
 
 

（訂正）平成19年3月期決算短信（非連結）の訂正について 
 
 
 
 

当社は、平成20年8月29日に公表いたしました「売上計上基準の変更及び過年度決算短信等の訂正につ

いて」において、過去5期分の決算短信（平成16年3月期から平成18年3月期までは連結、平成19年3月期

から平成20年3月期までは非連結）および中間決算短信（連結）（平成16年3月中間期から平成18年3月中

間期までは連結、平成19年3月中間から平成20年3月中間までは非連結）を訂正することを公表し、その

概要をお知らせしております。 

このたび、過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成19年5月28日に発表いたしま

した「平成19年3月期 決算短信（非連結）」を次ページ以降記載のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には____（アンダーラ

イン）を付して表示しております。 

 

 

以上 
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（訂正前） 

平成19年 3月期 決算短信(非連結)   

平成19年5月28日 
上 場 会 社 名 株式会社 プラコー 上場取引所 JQ 
 
コ ー ド 番 号 6347 URL http://www.placo.co.jp 
 
代  表  者 (役職名)代表取締役会長兼社長 (氏名) 高寺 茂覚  
問合せ先責任者 (役職名)経理部長 (氏名) 前島 均 TEL (048)798－0222 
 
定時株主総会開催予定日 平成19年 6月28日 配当支払開始予定日 平成－年－月－日 
有価証券報告書提出予定日 平成19年 6月29日   
 
 (百万円未満切捨て)

1. 19年3月期の業績（平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日） 

(1) 経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 19年 3月期 3,303 (△10.8) 142 ( 143.6) 78 ( 894.3) 13 (－) 

 18年 3月期 3,703 (  6.6) 58 (△55.9) 7 (△90.0) △39 (－) 

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり    
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 19年 3月期 1 70 － － 2.1 2.2 4.3 

 18年 3月期 △5 02 － － △6.2 0.2 1.6 
 

(参考) 持分法投資損益 19年3月期 －百万円 18年3月期 －百万円

 (2) 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

 19年 3月期 3,557 647 18.2 82 36 

 18年 3月期 3,547 641 18.1 81 58 
 

(参考) 自己資本 19年3月期 647百万円  18年3月期 641百万円

 (3) キャッシュ・フローの状況 
 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物  

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

 19年 3月期 △159 34 21 250 

 18年 3月期 － － － － 

(注)平成18年3月期まで連結財務諸表を作成しておりましたが、子会社がなくなったため当期より連結財務諸表を 

    作成しておりません。したがって、個別財務諸表におけるキャッシュ・フローの状況は、当期より記載して

おります。 

2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 

四半期末
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 
配当金総額 
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

 19年 3月期 － － － － － － － － － － － － －

 18年 3月期 － － － － － － － － － － － － －

20年3月期(予想) － － － － － － － － － － － － －
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（訂正前） 

3. 20年3月期の業績予想（平成19年 4月 1日～平成20年 3月31日） 

 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)
 

 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

中間期 1,710 (△4.3) 61 (84.8) 28 ( ― ) 29 ( ― ) 3 68 

通 期 3,500 (  6.0) 165 (16.2) 100  (28.2) 82 (530.8) 10 42 
 
4. その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         有 

〔(注) 詳細は、22ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 19年3月期 7,888,800株  18年3月期 7,888,800株

 ② 期末自己株式数 19年3月期 25,218株  18年3月期 23,407株

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 

 

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 

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、今後の様々な要因によって、予想数値と異なる場合があります。 
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（訂正後） 

平成19年 3月期 決算短信(非連結)   

平成20年9月26日 
上 場 会 社 名 株式会社 プラコー 上場取引所 JQ 
 
コ ー ド 番 号 6347 URL http://www.placo.co.jp 
 
代  表  者 (役職名)代表取締役会長兼社長 (氏名) 高寺 茂覚  
問合せ先責任者 (役職名)経理部長 (氏名) 前島 均 TEL (048)798－0222 
 
定時株主総会開催予定日 平成19年 6月28日 配当支払開始予定日 平成－年－月－日 
有価証券報告書提出予定日 平成19年 6月29日   
 
 (百万円未満切捨て)

1. 19年3月期の業績（平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日） 

(1) 経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 19年 3月期 3,403 (△7.5) 187 (223.2) 123 (1,553.5) 58 (－) 

 18年 3月期 3,681 ( 1.0 ) 57 (△71.2) 7 (△94.8) △39 (1.0) 

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり    
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 19年 3月期 7 44 － － 10.4 3.6 5.5 

 18年 3月期 △5 08 － － △7.2 0.2 0.2 
 

(参考) 持分法投資損益 19年3月期 －百万円 18年3月期 －百万円

(2) 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

 19年 3月期 3,544 588 16.6 74 83 

 18年 3月期 3,430 537 15.7 68 32 
 

(参考) 自己資本 19年3月期 647百万円  18年3月期 641百万円

(3) キャッシュ・フローの状況 
 

 
営業活動による    

キャッシュ・フロー 
投資活動による    

キャッシュ・フロー
財務活動による    

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物
        期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

 19年 3月期 △159 34 21 250 

 18年 3月期 － － － － 

(注)平成18年3月期まで連結財務諸表を作成しておりましたが、子会社がなくなったため当期より連結財務諸表を 

    作成しておりません。したがって、個別財務諸表におけるキャッシュ・フローの状況は、当期より記載して

おります。 

2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 

四半期末
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 
配当金総額 
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

 19年 3月期 － － － － － － － － － － － － －

 18年 3月期 － － － － － － － － － － － － －

20年3月期(予想) － － － － － － － － － － － － －
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（訂正後） 

3. 20年3月期の業績予想（平成19年 4月 1日～平成20年 3月31日） 

 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)
 

 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

中間期 1,710 (△4.3) 61 (84.8) 28 ( ― ) 29 ( ― ) 3 68 

通 期 3,500 (  6.0) 165 (16.2) 100  (28.2) 82 (530.8) 10 42 
 
 

4. その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         有 

〔(注) 詳細は、22ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年3月期 7,888,800株  18年3月期 7,888,800株

 ② 期末自己株式数 19年3月期 25,218株  18年3月期 23,407株

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 

 

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 

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、今後の様々な要因によって、予想数値と異なる場合があります。 
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（訂正前） 

１ 経営成績 

 (1) 経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、大手企業や一部の業種は好調に推移し、景況感に明るさが増しまし

た。  

 当社が置かれているプラスチック加工機械業界においては、全体的には汎用機の需要は低調でありまし

たが、自動車関連部品生産用ブロー成形機の需要は好調に推移致しました。インフレーション成形機は数

次に亘る原料価格の値上げと、環境問題等により、また、リサイクル装置業界においては、マテリアルリ

サイクル化の停滞等により、ユーザーの設備投資意欲は低調に推移しました。  

 生産面では、内製化をさらに進めると共に、国内外主要外注先との協力体制を強化し、品質管理システ

ムの構築による生産コストを低減しました。また、諸経費は項目別に徹底した事前チエックを実施し、必

要 小限の支出に抑えました。  

 その結果、当事業年度の業績は売上高33億3百万円であり前期比10.8％減となりました。損益面では、営

業利益1億4千2百万円であり前期比143.6％増となりました。経常利益は7千8百万円であり前期比894.3％増

となり、当期純利益は1千3百万円となりなりました。  

 また、当社は平成18年4月1日をもって、メンテナンスを業務としていた子会社の㈱プラコーテクノサー

ビス及び機械加工を業務としていた子会社のプラコーエンジニアリング㈱の両社を吸収合併し、全社あげ

ての業務一元化により合理化と効率化を図りました。  

当事業年度の事業部門ごとの営業概況はつぎのとおりであります。 

 

[インフレーション成形機事業] 

インフレーション成形機につきましては、汎用機種は、国内需要が依然として厳しい状況を続けてお

り、さらに、高機能フィルム用等の特殊な成形機や、大型機の機種については、原料の数次の値上げの

ため、ユーザーが設備に慎重な状況でした。 

 この結果、売上高は、前期比24.7％減の12億4千9百万円となりました。 

 

[ブロー成形機事業] 

ブロー成形機つきましては、工業用品、自動車部品、雑貨などの生産機が中心でありますが、そのな

かで特に、自動車部品の生産効率を高めたＤＡＥ型が自動車業界の積極的な設備投資により大幅な売上

増加となりました。 

 この結果、売上高は前期比35.3％増の12億9千6百万円となりました。 

 

[リサイクル装置事業] 

リサイクル装置は、環境問題がますます重要視され、その対応が増すなかで、一軸万能破砕機やペレ

ット再生機は好調に推移しておりますが、リサイクルプラントの市況が減少したことにより、売上高は

前期比55.9％減の3億8千2百万円となりました。 

 

[メンテナンス事業]  

メンテナンス事業は、部品等の販売でありますが、メンテナンス事業を行っていた子会社を吸収合併

したこともあり、売上高は前期比71.9％増の3億7千4百万円となりました。 
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（訂正後） 

１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、大手企業や一部の業種は好調に推移し、景況感に明るさが増しまし

た。  

 当社が置かれているプラスチック加工機械業界においては、全体的には汎用機の需要は低調でありまし

たが、自動車関連部品生産用ブロー成形機の需要は好調に推移致しました。インフレーション成形機は数

次に亘る原料価格の値上げと、環境問題等により、また、リサイクル装置業界においては、マテリアルリ

サイクル化の停滞等により、ユーザーの設備投資意欲は低調に推移しました。  

 生産面では、内製化をさらに進めると共に、国内外主要外注先との協力体制を強化し、品質管理システ

ムの構築による生産コストを低減しました。また、諸経費は項目別に徹底した事前チエックを実施し、必

要 小限の支出に抑えました。  

 その結果、当事業年度の業績は売上高34億3百万円であり前期比7.5％減となりました。損益面では、営

業利益1億8千7百万円であり前期比223.2％増となりました。経常利益は1億2千3百万円であり前期比

1,553.5％増となり、当期純利益は5千8百万円となりなりました。  

 また、当社は平成18年4月1日をもって、メンテナンスを業務としていた子会社の㈱プラコーテクノサー

ビス及び機械加工を業務としていた子会社のプラコーエンジニアリング㈱の両社を吸収合併し、全社あげ

ての業務一元化により合理化と効率化を図りました。  

当事業年度の事業部門ごとの営業概況はつぎのとおりであります。 

 

[インフレーション成形機事業] 

インフレーション成形機につきましては、汎用機種は、国内需要が依然として厳しい状況を続けてお

り、さらに、高機能フィルム用等の特殊な成形機や、大型機の機種については、原料の数次の値上げの

ため、ユーザーが設備に慎重な状況でした。 

 この結果、売上高は、前期比23.5％減の12億9千5百万円となりました。 

 

[ブロー成形機事業] 

ブロー成形機つきましては、工業用品、自動車部品、雑貨などの生産機が中心でありますが、そのな

かで特に、自動車部品の生産効率を高めたＤＡＥ型が自動車業界の積極的な設備投資により大幅な売上

増加となりました。 

 この結果、売上高は前期比25.1％増の12億1千8百万円となりました。 

 

[リサイクル装置事業] 

リサイクル装置は、環境問題がますます重要視され、その対応が増すなかで、一軸万能破砕機やペレ

ット再生機は好調に推移しておりますが、リサイクルプラントの市況が減少したことにより、売上高は

前期比35.7％減の5億1千4百万円となりました。 

 

[メンテナンス事業]  

メンテナンス事業は、部品等の販売でありますが、メンテナンス事業を行っていた子会社を吸

収合併したこともあり、売上高は前期比71.9％増の3億7千4百万円となりました。
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（訂正前） 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産は35億5千7百万円となり、前事業年度と比較して1千万円増加いたしました。

流動資産は23億5千万円となり、前事業年度末と比べ1億2百万円増加いたしました。主な要因は、売上

債権(7千7百万円)、たな卸資産(1億8千8百万円)の増加及び現金及び預金(1億1千4百万円)の減少によ

るものです。固定資産は12億6百万円となり、前事業年度末と比較し9千1百万円減少いたしました。主

な要因は、投資有価証券(6千3百万円)の減少によるものです。 

 当事業年度末における負債の額は、29億9百万円となり、前事業年度末と比べ4百万円増加いたしま

した。主な要因は、仕入債務(8千4百万円)、長期借入金(1億2千4百万円)の増加はありましたが、短期

借入金(1億8千4百万円)、未払費用(5千7百万円)及び前受金(5千6百万円)の減少によるものであります。 

 当事業年度末における純資産の部は、6億4千7百万円となりました。主な要因は、当期純利益(1千3

百万円)、その他有価証券評価差額金の減少(7百万円)です。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」と言う。）は、投資活動により資金が3千4

百万円、財務活動により2千1百万円それぞれ増加となりましたが、営業活動による資金は、1億5千9 百

万円減少となりました。また、子会社との合併により資金の受入が2千万円ありましたが、前事業年度末

に比べ8千2百万円の減少となり、当事業年度末には2億5千万円となりました。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産の2億1千4百万円及び売上債権の1億2千1百

万円の増加が大きく、仕入債務の増加により1億1千6百万円の増加などがありましたが、1億5千9百万

円のマイナスとなりました。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の解約などにより、3千万円の収入となりました。  

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金3億円の調達はありましたが、短期借入金及び1

年以内長期借入金の返済があったことにより2千1百万円の増加となりました。 

なお、平成18年3月期まで連結財務諸表を作成しておりましたが、連結子会社がなくなったため当

事業年度より連結財務諸表を作成しておりません。したがって、個別財務諸表におけるキャッシュ・

フロー計算書は、当事業年度より作成しております。また、このため前年同期との比較は行っており

ません。 
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（訂正後） 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産は35億4千4百万円となり、前事業年度と比較して1億1千4百万円増加いたし

ました。流動資産は23億3千8百万円となり、前事業年度末と比べ2億6百万円増加いたしました。主な

要因は、売上債権(2億3千2百万円)、たな卸資産(1億3千7百万円)の増加及び現金及び預金(1億1千4百

万円)の減少によるものです。固定資産は12億6百万円となり、前事業年度末と比較し9千1百万円減少

いたしました。主な要因は、投資有価証券(6千3百万円)の減少によるものです。 

 当事業年度末における負債の額は、29億5千6百万円となり、前事業年度末と比べ6千3百万円減少い

たしました。主な要因は、仕入債務(8千4百万円)、長期借入金(1億2千4百万円)の増加はありましたが、

短期借入金(1億8千4百万円)、未払費用(5千3百万円)及び前受金(6百万円)の減少によるものでありま

す。 

 当事業年度末における純資産の部は、5億8千8百万円となりました。主な要因は、当期純利益(5千8

百万円)、その他有価証券評価差額金の減少(7百万円)です。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」と言う。）は、投資活動により資金が3千4

百万円、財務活動により2千1百万円それぞれ増加となりましたが、営業活動による資金は、1億5千6百万

円減少となりました。また、子会社との合併により資金の受入が2千万円ありましたが、前事業年度末に

比べ8千2百万円の減少となり、当事業年度末には2億5千万円となりました。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産の1億6千3百万円及び売上債権の2億2千7百

万円の増加が大きく、仕入債務の増加により1億1千6百万円の増加などがありましたが、1億5千9百万

円のマイナスとなりました。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の解約などにより、3千万円の収入となりました。  

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金3億円の調達はありましたが、短期借入金及び1

年以内長期借入金の返済があったことにより2千1百万円の増加となりました。 

なお、平成18年3月期まで連結財務諸表を作成しておりましたが、連結子会社がなくなったため当

事業年度より連結財務諸表を作成しておりません。したがって、個別財務諸表におけるキャッシュ・

フロー計算書は、当事業年度より作成しております。また、このため前年同期との比較は行っており

ません。 
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（訂正前） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

自己資本比率(％) 15.8 16.9 18.6 18.1 18.2

時価ベースの自己資本比率(％) 15.5 24.4 29.1 39.7 43.5

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率(％) 
― ― ― ― ―

インタレスト・ガバレッジ・ 

レシオ(倍) 
― ― ― ― ―

(注1)  自己資本比率            ：自己資本／総資本 

  時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ  ：キャッシュ・フロー／利払い 

  (注1)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注2)キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注3)有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい 

       ます。 

(注2) 平成18年3月期まで連結財務諸表を作成しておりましたが、子会社がなくなったため当期より連結財務諸表を 

 作成しておりません。したがって、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッジ・レ  

 シオは、当期より記載しておりますが、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。  

     

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。 

常に利益が計上できる企業経営により、長期に亘り適正利益を確保し、得られた利益は内部留保の蓄積と、

株主への適正配当の分配を図るべきと考えております。 

しかし、当期については当期純利益を計上出来ましたが、繰越損失もあり無配を予定しています。次期

以降については、繰越損失も計上されておりますので、今後の課題として検討してまいります。 
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（訂正後） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

自己資本比率(％) 15.8 13.0 16.0 15.7 16.6

時価ベースの自己資本比率(％) 15.5 25.6 29.4 41.0 43.7

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率(％) 
― ― ― ― ―

インタレスト・ガバレッジ・ 

レシオ(倍) 
― ― ― ― ―

(注1)  自己資本比率            ：自己資本／総資本 

  時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ  ：キャッシュ・フロー／利払い 

  (注1)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注2)キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注3)有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい 

       ます。 

(注2) 平成18年3月期まで連結財務諸表を作成しておりましたが、子会社がなくなったため当期より連結財務諸表を 

 作成しておりません。したがって、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッジ・レ シ

オは、当期より記載しておりますが、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。  

     

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。 

常に利益が計上できる企業経営により、長期に亘り適正利益を確保し、得られた利益は内部留保の蓄積と、

株主への適正配当の分配を図るべきと考えております。 

しかし、当期については当期純利益を計上出来ましたが、繰越損失もあり無配を予定しています。次期

以降については、繰越損失も計上されておりますので、今後の課題として検討してまいります。 
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（訂正前） 

４ 財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※１ 683,584 569,100   

 ２ 受取手形 

※１ 

※４ 

※５ 

98,588 68,438   

 ３ 売掛金 
※１ 

※４ 
973,681 1,081,160   

 ４ 製品  198,766 427,966   

 ５ 原材料  168,595 163,110   

 ６ 仕掛品  98,355 58,021   

 ７ 貯蔵品  1,429 6,966   

 ８ 前渡金  31,355 11,057   

 ９ 前払費用  7,222 12,122   

 10 未収入金  3,405 6,212   

 11 関係会社短期貸付金  9,000 ―   

 12 その他  3,443 4,214   

   貸倒引当金  △ 29,040 △57,469   

   流動資産合計  2,248,387 63.4 2,350,902 66.1  102,514

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

 (1) 建物 ※１ 725,326 726,199   

    減価償却累計額  539,736 185,590 553,848 172,350   

 (2) 構築物  107,799 107,799   

    減価償却累計額  88,316 19,483 89,684 18,114   

 (3) 機械及び装置  399,498 410,047   

    減価償却累計額  342,331 57,166 358,100 51,947   

 (4) 車輌及び運搬具  4,865 6,281   

    減価償却累計額  4,403 461 5,931 350   

 (5) 工具器具及び備品  114,151 119,134   

    減価償却累計額  103,145 11,006 107,330 11,804   

 (6) 土地 
※１ 

※６ 
735,809 735,809    

   有形固定資産合計  1,009,517 28.5 990,377 27.8  △19,139
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（訂正後） 

４ 財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※１ 683,584 569,100   

 ２ 受取手形 

※１ 

※４ 

※５ 

98,588 68,438   

 ３ 売掛金 
※１ 

※４ 
681,851 944,763   

 ４ 製品  372,830 550,967   

 ５ 原材料  168,595 163,110   

 ６ 仕掛品  98,355 58,021   

 ７ 貯蔵品  1,429 6,966   

 ８ 前渡金  31,355 11,057   

 ９ 前払費用  7,222 12,122   

 10 未収入金  3,405 6,212   

 11 関係会社短期貸付金  9,000 ―   

 12 その他  3,443 4,214   

   貸倒引当金  △27,756 △56,746   

   流動資産合計  2,131,906 62.1 2,338,228 66.0  206,322

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

 (1) 建物 ※１ 725,326 726,199   

    減価償却累計額  539,736 185,590 553,848 172,350   

 (2) 構築物  107,799 107,799   

    減価償却累計額  88,316 19,483 89,684 18,114   

 (3) 機械及び装置  399,498 410,047   

    減価償却累計額  342,331 57,166 358,100 51,947   

 (4) 車輌及び運搬具  4,865 6,281   

    減価償却累計額  4,403 461 5,931 350   

 (5) 工具器具及び備品  114,151 119,134   

    減価償却累計額  103,145 11,006 107,330 11,804   

 (6) 土地 
※１ 

※６ 
735,809 735,809    

   有形固定資産合計  1,009,517 29.4 990,377 27.9  
△19,139
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（訂正前） 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

２ 無形固定資産    

 (1) 電話加入権  72 72   

   無形固定資産合計  72 0.0 72 0.0  ―

３ 投資その他の資産    

 (1) 投資有価証券 ※１ 156,018 146,959   

 (2) 関係会社株式  54,080 ―   

 (3) 長期前払費用  10,447 9,286   

 (4) 保証金  8,178 8,121   

 (5) 長期未収入金  5,840 3,600   

  (6) 会員権等  91,025 90,489   

  (7) その他  50,444 44,603   

   貸倒引当金  △ 86,976 △86,862   

   投資その他の資産合計  289,056 8.1 216,198 6.1  △72,857

   固定資産合計  1,298,645 36.6 1,206,648 33.9  △91,997

   資産合計  3,547,033 100.0 3,557,550 100.0  10,517

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形 
※４ 

※５ 
536,704 481,670   

 ２ 買掛金 ※４ 334,299 473,587   

 ３ 短期借入金 
※１ 

※４ 
984,025 799,200   

 ４ 一年内に返済予定の 

   長期借入金 
※１ 140,382 190,729   

 ５ 未払金  50,204 45,752   

 ６ 未払費用  76,475 18,939   

 ７ 未払法人税等  8,446 8,802   

 ８ 未払消費税等  18,872 11,444   

 ９ 前受金  57,542 1,472   

 10 預り金  7,032 6,561   

 11 賞与引当金  10,687 16,694   

 12 その他  ― 472   

   流動負債合計  2,224,673 62.7 2,055,326 57.8  △169,346

    

 

14



 

 

（訂正後） 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

２ 無形固定資産    

 (1) 電話加入権  72 72   

   無形固定資産合計  72 0.0 72 0.0  ―

３ 投資その他の資産    

 (1) 投資有価証券 ※１ 156,018 146,959   

 (2) 関係会社株式  54,080 ―   

 (3) 長期前払費用  10,447 9,286   

 (4) 保証金  8,178 8,121   

 (5) 長期未収入金  5,840 3,600   

  (6) 会員権等  91,025 90,489   

  (7) その他  50,444 44,603   

   貸倒引当金  △ 86,976 △86,862   

   投資その他の資産合計  289,056 8.5 216,198 6.1  △72,857

   固定資産合計  1,298,645 37.9 1,206,648 34.0  △91,997

   資産合計  3,430,551 100.0 3,544,876 100.0  114,325

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形 
※４ 

※５ 
536,704 481,670   

 ２ 買掛金 ※４ 334,299 473,587   

 ３ 短期借入金 
※１ 

※４ 
984,025 799,200   

 ４ 一年内に返済予定の 

   長期借入金 
※１ 140,382 190,729   

 ５ 未払金  50,204 45,752   

 ６ 未払費用  71,602 17,996   

 ７ 未払法人税等  8,446 8,802   

 ８ 未払消費税等  4,642 2,246   

 ９ 前受金  64,542 58,222   

 10 預り金  7,032 6,561   

 11 賞与引当金  10,687 16,694   

 12 その他  ― 472   

   流動負債合計  2,212,569 64.5 2,101,936 59.3  △110,633
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（訂正前） 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※１ 415,134 539,413   

 ２ 退職給付引当金  52,794 107,125   

 ３ 繰延税金負債  32,137 27,372   

 ４ 再評価に係る 

   繰延税金負債 
※６ 180,593 180,593   

   固定負債合計  680,659 19.2 854,504 24.0  173,844

   負債合計  2,905,332 81.9 2,909,830 81.8  4,497

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 1,205,000 34.0 ― ―  △1,205,000

Ⅱ 資本剰余金    

   資本準備金  3,441 ―   

   資本剰余金合計  3,441 0.1 ― ―  △3,441

Ⅲ 利益剰余金    

   当期未処理損失   877,974 ―   

   利益剰余金合計  △877,974 △24.7 ― ―  877,974

Ⅳ 土地再評価差額金 
※６ 

※７ 
266,419 7.5 ― ―  △266,419

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※７ 47,411 1.3 ― ―  △47,411

Ⅵ 自己株式 ※３ △ 2,598 △ 0.1 ― ―  2,598

   資本合計  641,700 18.1 ― ―  △641,700

   負債資本合計  3,547,033 100.0 ― ―  △3,547,033
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（訂正後） 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※１ 415,134 539,413   

 ２ 退職給付引当金  52,794 107,125   

 ３ 繰延税金負債  32,137 27,372   

 ４ 再評価に係る 

   繰延税金負債 
※６ 180,593 180,593   

   固定負債合計  680,659 19.8 854,504 24.1  173,844

   負債合計  2,893,229 84.3 2,956,440 83.4  63,210

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 1,205,000 35.1 ― ―  △1,205,000

Ⅱ 資本剰余金    

   資本準備金  3,441 ―   

   資本剰余金合計  3,441 0.1 ― ―  △3,441

Ⅲ 利益剰余金    

   当期未処理損失  982,352 ―   

   利益剰余金合計  △ 982,352 △28.6 ― ―  982,352

Ⅳ 土地再評価差額金 
※６ 

※７ 
266,419 7.8 ― ―  △266,419

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※７ 47,411 1.4 ― ―  △47,411

Ⅵ 自己株式 ※３ △ 2,598 △ 0.1 ― ―  2,598

   資本合計  537,321 15.7 ― ―  △537,321

   負債資本合計  3,430,551 100.0 ― ―  △3,430,551
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（訂正前） 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  ― ― 1,205,000 33.9  1,205,000

 ２ 資本剰余金    

     資本準備金  ― 3,441   

    資本剰余金合計  ― ― 3,441 0.1  3,441

 ３ 利益剰余金    

     その他利益剰余金    

     繰越利益剰余金  ― △864,594   

    利益剰余金合計  ― ― △864,594 △24.3  △864,594

 ４ 自己株式  ― ― △2,929 △0.1  △2,929

   株主資本合計  ― ― 340,918 9.6  340,918

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
 ― ― 40,380 1.1  40,380

 ２ 土地再評価差額金  ― ― 266,419 7.5  266,419

   評価・換算差額等合計  ― ― 306,800 8.6  306,800

   純資産合計  ― ― 647,719 18.2  647,719

   負債純資産合計  ― ― 3,557,550 100.0  3,557,550
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（訂正後） 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  ― 1,205,000 34.0  1,205,000

 ２ 資本剰余金    

     資本準備金  ― 3,441   

    資本剰余金合計  ― 3,441 0.1  3,441

 ３ 利益剰余金    

     その他利益剰余金    

     繰越利益剰余金  ― △923,877   

    利益剰余金合計  ― △923,877 △26.1  △923,877

 ４ 自己株式  ― △2,929 △0.1  △2,929

   株主資本合計  ― ― 281,635 7.9  281,635

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
 ― 40,380 1.2  40,380

 ２ 土地再評価差額金  ― 266,419 7.5  266,419

   評価・換算差額等合計  ― ― 306,800 8.7  306,800

   純資産合計  ― ― 588,435 16.6  588,435

   負債純資産合計  ― ― 3,544,876 100.0  3,544,876
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（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) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高    

 １ 製品売上高  3,703,098 3,703,098 100.0 3,303,050 3,303,050 100.0  △400,048

Ⅱ 売上原価    

 １ 期首製品たな卸高  252,239 198,766   

 ２ 当期製品製造原価  2,962,381 2,635,427   

 ３ 他勘定受入高 ※１ ― 590   

   合計  3,214,621 2,834,783   

 ４ 期末製品たな卸高  198,766 427,966   

 ５ 他勘定振替高 ※２ 32,868 2,982,986 80.6 29,604 2,377,212 72.0  △605,774

   売上総利益  720,112 19.4 925,837 28.0  205,725

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 運賃荷造費  146,638 142,215   

 ２ 販売手数料  13,199 2,340   

 ３ 貸倒引当金繰入額  15,214 29,964   

 ４ 役員報酬  36,581 52,419   

 ５ 給与手当・賞与  158,524 232,541   

 ６ 退職金  3,526 4,806   

 ７ 退職給付費用  7,848 15,888   

 ８ 賞与引当金繰入額  5,447 8,397   

 ９ 旅費交通費  44,788 59,553   

 10 減価償却費  3,672 2,749   

 11 その他 ※６ 226,315 661,758 17.9 232,826 783,702 23.7  121,943

   営業利益  58,353 1.5 142,135 4.3  83,781

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 ※５ 5,871 2,405   

 ２ 受取配当金  1,860 2,613   

 ３ 設備賃貸料 ※５ 4,123 ―   

 ４ 事務手数料 ※５ 4,060 645   

 ５ 雑収入  2,857 18,774 0.5 4,018 9,683 0.3  △9,090
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（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) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高    

 １ 製品売上高  3,681,608 3,681,608 100.0 3,403,700 3,403,700 100.0  △277,908

Ⅱ 売上原価    

 １ 期首製品たな卸高  408,012 372,830   

 ２ 当期製品製造原価  2,959,876 2,639,357   

 ３ 他勘定受入高 ※１ ― 590   

   合計  3,367,888 3,012,778   

 ４ 期末製品たな卸高  372,830 550,967   

 ５ 他勘定振替高 ※２ 32,868 2,962,190 80.4 29,604 2,432,206 71.5  △529,984

   売上総利益  719,418 19.6 971,494 28.5  252,075

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 運賃荷造費  146,638 142,215   

 ２ 販売手数料  13,199 2,340   

 ３ 貸倒引当金繰入額  14,951 30,525   

 ４ 役員報酬  36,581 52,419   

 ５ 給与手当・賞与  158,524 232,541   

 ６ 退職金  3,526 4,806   

 ７ 退職給付費用  7,848 15,888   

 ８ 賞与引当金繰入額  5,447 8,397   

 ９ 旅費交通費  44,788 59,553   

 10 減価償却費  3,672 2,749   

 11 その他 ※６ 226,315 661,495 18.0 232,826 784,263 23.0  122,768

   営業利益  57,922 1.6 187,230 5.5  129,307

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 ※５ 5,871 2,405   

 ２ 受取配当金  1,860 2,613   

 ３ 設備賃貸料 ※５ 4,123 ―   

 ４ 事務手数料 ※５ 4,060 645   

 ５ 雑収入  2,857 18,774 0.5 4,018 9,683 0.3  △9,090
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（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) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  47,403 51,415   

 ２ 手形売却損  19,311 14,448   

 ３ 事務手数料  2 3   

 ４ 為替差損  899 5,718   

 ５ 雑支出  1,589 69,205 1.8 1,460 73,046 2.2  3,841

   経常利益  7,922 0.2 78,771 2.4  70,849

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※３ 387 106   

 ２ ゴルフ会員権 

   貸倒引当金戻入益 
 933 580   

 ３ 投資有価証券売却益  75,981 ―   

 ４ 貸倒引当金戻入益  252 77,555 2.1 ― 686 0.0  △76,868

Ⅶ 特別損失    

 １ たな卸資産除却損 ※２ 9,408 6,667   

 ２ たな卸資産評価損 ※２ 32,868 27,103   

 ３ 固定資産除却損 ※４ 263 20   

 ４ 減損損失 ※７ 99,018 ―   

 ５ 抱合せ株式消滅差損  ― 24,829   

 ６ 貸倒引当金繰入額  2,000 463   

 ７ 電話加入権評価損  2,049 ―   

 ８ リゾート会員権評価損  8,949 ―   

 ９ 役員特別退職金  ― 154,557 4.2 800 59,883 1.8  △94,673

   税引前当期純損失  69,079 △ 1.9 ― ―  △69,079

   税引前当期純利益  ― ― 19,575 0.6  19,575

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 5,680 6,195   

   法人税等調整額  △35,224 △ 29,544 △ 0.8 ― 6,195 0.2  △34,739

   当期純損失  39,534 △ 1.1 ― ―  △39,534

   当期純利益  ― ― 13,379 0.4  13,379

   前期繰越損失  890,404 ―   

   土地再評価差額取崩額  △ 51,965 ―   

   当期未処理損失  877,974 ―   
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（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) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  47,403 51,415   

 ２ 手形売却損  19,311 14,448   

 ３ 事務手数料  2 3   

 ４ 為替差損  899 5,718   

 ５ 雑支出  1,589 69,205 1.9 1,460 73,046 2.2  3,841

   経常利益  7,491 0.2 123,867 3.6  116,375

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※３ 387 106   

 ２ ゴルフ会員権 

   貸倒引当金戻入益 
 933 580   

 ３ 投資有価証券売却益  75,981 ―   

 ４ 貸倒引当金戻入益  252 77,555 2.1 ― 686 0.0  △76,868

Ⅶ 特別損失    

 １ たな卸資産除却損 ※２ 9,408 6,667   

 ２ たな卸資産評価損 ※２ 32,868 27,103   

 ３ 固定資産除却損 ※４ 263 20   

 ４ 減損損失 ※７ 99,018 ―   

 ５ 抱合せ株式消滅差損  ― 24,829   

 ６ 貸倒引当金繰入額  2,000 463   

 ７ 電話加入権評価損  2,049 ―   

 ８ リゾート会員権評価損  8,949 ―   

 ９ 役員特別退職金  ― 154,557 4.2 800 59,883 1.7  △94,673

   税引前当期純損失  69,510 △ 1.9 ― ―  △69,510

   税引前当期純利益  ― ― 64,670 1.9  64,670

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 5,680 6,195   

   法人税等調整額  △35,224 △ 29,544 △ 0.8 ― 6,195 0.2  △34,739

   当期純損失  39,965 △ 1.1 ― ―  △39,965

   当期純利益  ― ― 58,475 1.7  58,475

   前期繰越損失  994,352 ―   

   土地再評価差額取崩額  △ 51,965 ―   

   当期未処理損失  982,352 ―   

    

 

23



 

 

（訂正前） 

 (3) 株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,205,000 3,441 3,441 

事業年度中の変動額  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― 

平成19年３月31日残高(千円) 1,205,000 3,441 3,441 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金
 

繰越利益剰余金
利益剰余金合計

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) △877,974 △877,974 △2,598 327,869 

事業年度中の変動額  

 当期純利益 13,379 13,379 13,379 

 自己株式の取得 △330 △330 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
 

事業年度中の変動額合計(千円) 13,379 13,379 △330 13,049 

平成19年３月31日残高(千円) △864,594 △864,594 △2,929 340,918 

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 47,411 266,419 313,830 641,700 

事業年度中の変動額  

 当期純利益 13,379 

 自己株式の取得 △330 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
△7,030 △7,030 △7,030 

事業年度中の変動額合計(千円) △7,030 ― △7,030 6,019 

平成19年３月31日残高(千円) 40,380 266,419 306,800 647,719 
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（訂正後） 

(3) 株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,205,000 3,441 3,441 

事業年度中の変動額  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― 

平成19年３月31日残高(千円) 1,205,000 3,441 3,441 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金
 

繰越利益剰余金
利益剰余金合計

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) △982,352 △982,352 △2,598 223,490 

事業年度中の変動額  

 当期純利益 58,475 58,475 58,475 

 自己株式の取得 △330 △330 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
 

事業年度中の変動額合計(千円) 58,475 58,475 △330 58,144 

平成19年３月31日残高(千円) △923,877 △923,877 △2,929 281,635 

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 47,411 266,419 313,830 537,321 

事業年度中の変動額  

 当期純利益 58,475 

 自己株式の取得 △330 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
△7,030 △7,030 △7,030 

事業年度中の変動額合計(千円) △7,030 ― △7,030 51,114 

平成19年３月31日残高(千円) 40,380 266,419 306,800 588,435 
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（訂正前） 

 (4) キャッシュ・フロー計算書 

  

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前当期純利益  19,575 

  減価償却費  27,108 

  貸倒引当金の増加額  28,430 

  賞与引当金の増加額  3,442 

  退職給付引当金の増加額  14,789 

  受取利息及び受取配当金  △5,019 

  支払利息  51,415 

  手形売却損  14,448 

  たな卸資産除却損  6,667 

  たな卸資産評価損  27,103 

  ゴルフ会員権貸倒引当金戻入益  △580 

  貸倒引当金繰入額  463 

  固定資産売却益  △106 

  固定資産除却損  20 

  役員特別退職金  800 

  抱合せ株式消滅差損  24,829 

  売上債権の増加額  △121,920 

  たな卸資産の増加額  △214,712 

  仕入債務の増加額  116,095 

  未払金の減少額  △5,891 

  未払消費税等の減少額  △9,765 

  その他  △62,195 

    小計  △85,001 

  利息及び配当金の受取額  4,691 

  利息等の支払額  △72,294 

  役員特別退職金の支払  △800 

  その他  244 

  法人税等の支払額  △6,273 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △159,433 
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（訂正後） 

(4) キャッシュ・フロー計算書 

  

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前当期純利益  64,670 

  減価償却費  27,108 

  貸倒引当金の増加額  28,991 

  賞与引当金の増加額  3,442 

  退職給付引当金の増加額  14,789 

  受取利息及び受取配当金  △5,019 

  支払利息  51,415 

  手形売却損  14,448 

  たな卸資産除却損  6,667 

  たな卸資産評価損  27,103 

  ゴルフ会員権貸倒引当金戻入益  △580 

  貸倒引当金繰入額  463 

  固定資産売却益  △106 

  固定資産除却損  20 

  役員特別退職金  800 

  抱合せ株式消滅差損  24,829 

  売上債権の増加額  △227,603 

  たな卸資産の増加額  △163,649 

  仕入債務の増加額  116,095 

  未払金の減少額  △5,891 

  未払消費税等の減少額  △4,732 

  その他  △58,265 

    小計  △85,001 

  利息及び配当金の受取額  4,691 

  利息等の支払額  △72,294 

  役員特別退職金の支払  △800 

  その他  244 

  法人税等の支払額  △6,273 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △159,433 
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（訂正前） 

 (5) 損失処理計算書 

  
前事業年度 

(平成18年3月期) 

区分 

注記

   

番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失  877,974 

Ⅱ 損失処理額  ― 

Ⅲ 次期繰越損失  877,974 
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（訂正後） 

(5) 損失処理計算書 

 

  
前事業年度 

(平成18年3月期) 

区分 

注記

   

番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失  982,352 

Ⅱ 損失処理額  ― 

Ⅲ 次期繰越損失  982,352 
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（訂正前） 

(7) 重要な会計方針の変更 

期  別 

 項  目 

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) 

固定資産の減損に係る会計基準  当事業年度より、「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年8月9日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第6号）を適用してお

ります。 

 これにより税引前当期純損失が99,018増

加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき当該各資産の

金額から直接控除しております。 

 

―――― 

 

貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等 

 

―――― 

 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年12月9日企業会

計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8号)を

適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありま

せん。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は647,719千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

企業統合に係る会計基準等  

―――― 

 

 当事業年度から「企業結合に係る会計

基準」(企業会計審議会 平成15年10月

31日)及び「事業分離等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会平成17年12月

27日 企業会計基準第7号)並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準委員会

終改正平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号)を適用しておりま

す。 

 これにより税引前当期純利益及び当期

純利益が24,829千円減少しております。

自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準等の一部改

正 

 

―――― 

 

 当事業年度から改正後の「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 終改正平成

18年8月11日 企業会計基準第1号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年8月11日 企

業会計基準適用指針第2号)を適用してお

ります。   これによる損益に与える影

響はありません。  

 財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 
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（訂正後） 

(7) 重要な会計方針の変更 

期  別 

 項  目 

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) 

固定資産の減損に係る会計基準  当事業年度より、「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年8月9日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。 

 これにより税引前当期純損失が99,018

増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改

正後の財務諸表等規則に基づき当該各資

産の金額から直接控除しております。 

 

―――― 

 

貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等 

 

―――― 

 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年12月9日企業会

計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8号)を

適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありま

せん。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は588,435千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

企業統合に係る会計基準等  

―――― 

 

 当事業年度から「企業結合に係る会計

基準」(企業会計審議会 平成15年10月

31日)及び「事業分離等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会平成17年12月

27日 企業会計基準第7号)並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準委員会

終改正平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号)を適用しておりま

す。 

 これにより税引前当期純利益及び当期

純利益が24,829千円減少しております。

自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正 

 

―――― 

 

 当事業年度から改正後の「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 終改正平成

18年8月11日 企業会計基準第1号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年8月11日 企

業会計基準適用指針第2号)を適用してお

ります。これによる損益に与える影響は

ありません。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 
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（訂正前） 

注記事項 

 (貸借対照表関係) 
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 

※１ 担保に供している資産ならびに担保付債務は次の通

りであります。 

担保に供している資産 
担保権によって 

担保されている債務 

種類 期末帳簿価格 
担保権の 

種類 
内容 期末残高 

受取手形 9,234千円 差入担保 

売掛金 21,000千円差入担保 

預金 168,964千円 差入担保 

投資 

有価証券 
96,929千円 差入担保 

短期借入金 983,039千円

建物 155,166千円 抵当権 

土地 735,809千円 抵当権 

長期借入金 211,094千円

計 1,187,105千円   1,194,133千円

  

※１ 担保に供している資産ならびに担保付債務は次の通

りであります。 

担保に供している資産 
担保権によって 

担保されている債務 

種類 期末帳簿価格
担保権の 

種類 
内容 期末残高 

受取手形 18,009千円差入担保

売掛金 47,040千円差入担保

預金 108,917千円差入担保

投資 

有価証券
88,143千円差入担保

短期借入金 886,044千円

建物 144,913千円抵当権 

土地 735,809千円抵当権 

長期借入金 170,086千円

計 1,142,834千円  1,056,130千円

  

※２ 授権株式総数    普通株式 25,000千株

   発行済株式総数   普通株式 7,888千株
 

※２         ―― 

          

 

※３ 自己株式の総数   普通株式 23千株
 

※３         ―― 

          

※４ 関係会社に対するものとして科目を区分掲記したも

ののほか関係会社に対するものは以下の通りであり

ます。 

受取手形 33,528千円

売掛金 39,302千円

買掛金 6,757千円

短期借入金 67,525千円
 

※４         ―― 

 ５ 資本の欠損は880,572 千円であります。  ５         ―― 
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（訂正後） 

注記事項 

 (貸借対照表関係) 
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 

※１ 担保に供している資産ならびに担保付債務は次の通

りであります。 

担保に供している資産 
担保権によって 

担保されている債務 

種類 期末帳簿価格 
担保権の 

種類 
内容 期末残高 

受取手形 9,234千円 差入担保 

売掛金 21,000千円差入担保 

預金 168,964千円 差入担保 

投資 

有価証券 
96,929千円 差入担保 

短期借入金 983,039千円

建物 155,166千円 抵当権 

土地 735,809千円 抵当権 

長期借入金 211,094千円

計 1,187,105千円   1,194,133千円

  

※１ 担保に供している資産ならびに担保付債務は次の通

りであります。 

担保に供している資産 
担保権によって 

担保されている債務 

種類 期末帳簿価格
担保権の 

種類 
内容 期末残高 

受取手形 18,009千円差入担保

売掛金 47,040千円差入担保

預金 108,917千円差入担保

投資 

有価証券
88,143千円差入担保

短期借入金 886,044千円

建物 144,913千円抵当権 

土地 735,809千円抵当権 

長期借入金 170,086千円

計 1,142,834千円  1,056,130千円

  

※２ 授権株式総数    普通株式 25,000千株

   発行済株式総数   普通株式 7,888千株
 

※２         ―― 

          

 

※３ 自己株式の総数   普通株式 23千株
 

※３         ―― 

          

※４ 関係会社に対するものとして科目を区分掲記したも

ののほか関係会社に対するものは以下の通りであり

ます。 

受取手形 33,528千円

売掛金 39,302千円

買掛金 6,757千円

短期借入金 67,525千円
 

※４         ―― 

 ５ 資本の欠損は984,950千円であります。  ５         ―― 
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（訂正前） 

 (税効果会計関係) 

前事業年度 

    (平成18年３月31日) 

当事業年度 

    (平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(繰延税金資産) 

 投資有価証券評価損否認 14,890千円

 賞与引当金 4,317千円

 たな卸資産評価損 16,579千円

 貸倒引当金損金 

 算入限度超過額 
37,263千円

 ゴルフ会員権評価損否認 11,845千円

 退職給付引当金 21,329千円

 減損損失 4,017千円

 繰越欠損金 420,418千円

 その他 48,265千円

 繰延税金資産小計 578,927千円

 評価性引当額 △578,927千円

 繰延税金資産合計 ―千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券差額金 △32,137千円

 繰延税金負債合計 △32,137千円

繰延税金負債の純額 △32,137千円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(繰延税金資産) 

 投資有価証券評価損否認 1,924千円

 賞与引当金 6,744千円

 たな卸資産評価損 29,529千円

 貸倒引当金損金 

 算入限度超過額 
58,309千円

 ゴルフ会員権評価損否認 11,845千円

 退職給付引当金 43,278千円

 減損損失 38,791千円

 繰越欠損金 304,906千円

 その他 15,682千円

 繰延税金資産小計 511,015千円

 評価性引当額 △511,015千円

 繰延税金資産合計 ―千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券差額金 △27,372千円

 繰延税金負債合計 △27,372千円

繰延税金負債の純額 △27,372千円

  

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 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
△5.4％

住民税均等割等 △8.2％

繰越欠損金控除額 60.0％

その他の評価性引当額 △43.9％

税効果適用後の法人税等の負担率 42.8％

  

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 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
15.5％

住民税均等割等 31.7％

繰越欠損金控除額 △30.6％

その他の評価性引当額 △25.3％

税効果適用後の法人税等の負担率 31.7％
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（訂正後） 

(税効果会計関係) 

前事業年度 

    (平成18年３月31日) 

当事業年度 

    (平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(繰延税金資産) 

 投資有価証券評価損否認 14,890千円

 賞与引当金 4,317千円

 たな卸資産評価損 16,579千円

 貸倒引当金損金 

 算入限度超過額 
37,263千円

 ゴルフ会員権評価損否認 11,845千円

 退職給付引当金 21,329千円

 減損損失 4,017千円

 繰越欠損金 420,418千円

 その他 48,265千円

 繰延税金資産小計 578,927千円

 評価性引当額 △578,927千円

 繰延税金資産合計 ―千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券差額金 △32,137千円

 繰延税金負債合計 △32,137千円

繰延税金負債の純額 △32,137千円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(繰延税金資産) 

 投資有価証券評価損否認 1,924千円

 賞与引当金 6,744千円

 たな卸資産評価損 29,529千円

 貸倒引当金損金 

 算入限度超過額 
58,309千円

 ゴルフ会員権評価損否認 11,845千円

 退職給付引当金 43,278千円

 減損損失 38,791千円

 繰越欠損金 304,906千円

 その他 15,682千円

 繰延税金資産小計 511,015千円

 評価性引当額 △511,015千円

 繰延税金資産合計 ―千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券差額金 △27,372千円

 繰延税金負債合計 △27,372千円

繰延税金負債の純額 △27,372千円

  

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 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
△5.4％

住民税均等割等 △8.2％

繰越欠損金控除額 59.6％

その他の評価性引当額 △43.9％

税効果適用後の法人税等の負担率 42.5％

  

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 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
4.7％

住民税均等割等 9.6％

繰越欠損金控除額 △37.4％

その他の評価性引当額 △7.7％

税効果適用後の法人税等の負担率 9.6％
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（訂正前） 

 (１株当たり情報) 

 

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) 

１株当たり純資産額 81円58銭 82円36銭

１株当たり当期純利益又は

当期純損失(△) 
△5円02銭 1円70銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

   

     (注) 算定上の基礎 

  １ 1株当たり純資産額 

項目 前事業年度 

(平成18年3月31日) 

当事業年度 

(平成19年3月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 647,719

普通株式に係る純資産額(千円) ― 647,719

差額の主な内訳 ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) ― 7,888

普通株式の自己株式数(千株) ― 25

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数(千株) 
― 7,863

 

  ２ 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) 

項目 

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) 

 損益計算書上の当期純利益又は 

  当期純損失(△)(千円) 
△39,534 13,379

 普通株式に係る当期純利益又は 

 当期純損失(△)(千円) 
△39,534 13,379

 普通株式に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式の期中平均株式数(千株) 7,868 7,864
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（訂正後） 

(１株当たり情報) 

 

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) 

１株当たり純資産額 68円32銭 74円83銭

１株当たり当期純利益又は

当期純損失(△) 
△5円08銭 7円44銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

   

     (注) 算定上の基礎 

  １ 1株当たり純資産額 

項目 前事業年度 

(平成18年3月31日) 

当事業年度 

(平成19年3月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 588,435

普通株式に係る純資産額(千円) ― 588,435

差額の主な内訳 ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) ― 7,888

普通株式の自己株式数(千株) ― 25

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数(千株) 
― 7,863

 

  ２ 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) 

項目 

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) 

 損益計算書上の当期純利益又は 

  当期純損失(△)(千円) 
△39,965 58,475

 普通株式に係る当期純利益又は 

 当期純損失(△)(千円) 
△39,965 58,475

 普通株式に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式の期中平均株式数(千株) 7,868 7,864
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（訂正前） 

５ その他 

生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

事業部門 生産額(千円) 

インフレーション成形機事業 984,384 

ブロー成形機事業 1,151,427 

リサイクル装置事業 462,629 

合計 2,598,440 

(注) １ 金額は、販売価格であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

受注額 受注残高 
事業部門 

金額(千円) 金額(千円) 

インフレーション成形機事業 1,178,868 361,209 

ブロー成形機事業 1,503,364 414,490 

リサイクル装置事業 473,755 339,460 

合計 3,155,987 1,115,159 

(注) １ 金額は、販売価格であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ メンテナンス部品については、受注高及び受注残高に含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

事業部門 販売金額(千円) 

インフレーション成形機事業 1,249,004 

ブロー成形機事業 1,296,314 

リサイクル装置事業 382,925 

メンテナンス事業 374,806 

合計 3,303,050 

(注) １ 金額は、販売価格であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（訂正後） 

 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

事業部門 生産額(千円) 

インフレーション成形機事業 984,384 

ブロー成形機事業 1,151,427 

リサイクル装置事業 462,629 

合計 2,598,440 

(注) １ 金額は、販売価格であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

受注額 受注残高 
事業部門 

金額(千円) 金額(千円) 

インフレーション成形機事業 1,178,868 314,759 

ブロー成形機事業 1,503,364 491,890 

リサイクル装置事業 473,755 207,860 

合計 3,155,987 1,014,509 

(注) １ 金額は、販売価格であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ メンテナンス部品については、受注高及び受注残高に含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

事業部門 販売金額(千円) 

インフレーション成形機事業 1,295,454 

ブロー成形機事業 1,218,914 

リサイクル装置事業 514,525 

メンテナンス事業 374,806 

合計 3,403,700 

(注) １ 金額は、販売価格であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

39



 

 

（訂正前） 

 (参考) 

連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※２ 704,434  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 1,084,211  

 ３ たな卸資産  472,019  

 ４ その他  47,067  

   貸倒引当金  △ 28,828  

   流動資産合計  2,278,905 64.6 

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 
※１

※２
205,267  

  (2) 機械装置及び運搬具 ※１ 60,130  

  (3) 土地 
※２

※５
735,809  

  (4) その他 ※１ 11,170  

   有形固定資産合計  1,012,377 28.7 

 ２ 無形固定資産    

  (1) 電話加入権  72  

    無形固定資産合計  72 0.0 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ 156,773  

  (2) その他  165,964  

    貸倒引当金  △ 86,976  

   投資その他の資産合計  235,761 6.7 

   固定資産合計  1,248,210 35.4 

 資産合計  3,527,115 100.0 
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（訂正後） 

(参考) 

連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※２ 704,434  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 792,381  

 ３ たな卸資産  646,083  

 ４ その他  47,067  

   貸倒引当金  △27,544  

   流動資産合計  2,162,423 63.4 

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 
※１

※２
205,267  

  (2) 機械装置及び運搬具 ※１ 60,130  

  (3) 土地 
※２

※５
735,809  

  (4) その他 ※１ 11,170  

   有形固定資産合計  1,012,377 29.7 

 ２ 無形固定資産    

  (1) 電話加入権  72  

    無形固定資産合計  72 0.0 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ 156,773  

  (2) その他  165,964  

    貸倒引当金  △ 86,976  

   投資その他の資産合計  235,761 6.9 

   固定資産合計  1,248,210 36.6 

 資産合計  3,410,634 100.0 
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（訂正前） 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金  862,871  

 ２ 短期借入金 ※２ 1,066,878  

 ３ 未払法人税等  8,880  

 ４ 前受金  57,542  

 ５ 賞与引当金  13,252  

 ６ その他  158,245  

   流動負債合計  2,167,670 61.5 

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２ 440,144  

 ２ 退職給付引当金  92,335  

 ３ 繰延税金負債  32,240  

 ４ 再評価に係る 

   繰延税金負債 
※５ 180,593  

   固定負債合計  745,313 21.1 

 負債合計  2,912,983 82.6 

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※４ 1,205,000 34.2 

Ⅱ 資本剰余金  3,441 0.1 

Ⅲ 利益剰余金  △905,693 △25.7 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５ 266,419 7.6 

Ⅴ その他有価証券評価差額金  47,562 1.3 

Ⅵ 自己株式 ※４ △ 2,598 △0.1 

 資本合計  614,132 17.4 

 負債資本合計  3,527,115 100.0 
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（訂正後） 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金  862,871  

 ２ 短期借入金 ※２ 1,066,878  

 ３ 未払法人税等  8,880  

 ４ 前受金  64,542  

 ５ 賞与引当金  13,252  

 ６ その他  139,142  

   流動負債合計  2,155,567 63.2 

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２ 440,144  

 ２ 退職給付引当金  92,335  

 ３ 繰延税金負債  32,240  

 ４ 再評価に係る 

   繰延税金負債 
※５ 180,593  

   固定負債合計  745,313 21.9 

 負債合計  2,900,880 85.1 

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※４ 1,205,000 35.3 

Ⅱ 資本剰余金  3,441 0.1 

Ⅲ 利益剰余金  △1,010,071 △29.6 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５ 266,419 7.8 

Ⅴ その他有価証券評価差額金  47,562 1.4 

Ⅵ 自己株式 ※４ △ 2,598 △0.1 

 資本合計  509,753 14.9 

 負債資本合計  3,410,634 100.0 
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（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) 

区分 

注記

    番

号

金額(千円) 
百分比 

    (％) 

Ⅰ 売上高  3,885,585 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２ 2,945,222 75.8 

  売上総利益  940,363 24.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

※１

    ※

２

856,046 22.0 

  営業利益  84,316 2.2 

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  4,622   

 ２ 受取配当金  1,873   

 ３ 社宅維持費  1,977   

 ４ その他  2,045 10,518 0.3 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  49,232   

 ２ 手形売却損  19,388   

 ３ 為替差損  899   

 ４ その他  1,644 71,165 1.9 

  経常利益  23,670 0.6 

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※３ 387   

 ２ 貸倒引当金戻入益  252   

 ３ 投資有価証券売却益  75,981   

 ４ ゴルフ会員権貸倒引当金 

        戻入益 
 933 77,555 2.0 

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※４ 263   

 ２ たな卸資産評価損  36,868   

 ３ たな卸資産除却損  10,222   

 ４ 減損損失 ※５ 99,018   

 ５ 貸倒引当金繰入額  2,000   

 ６ リゾート会員権評価損  8,949   

 ７ 電話加入権評価損  2,049 159,371 4.1 

  税金等調整前当期純損失  58,145 △ 1.5 

  法人税、住民税及び事業税  6,085 0.1 

  法人税等調整額  △ 35,224 0.9 

  当期純損失  29,006 △ 0.7 
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（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) 

区分 

注記

    番

号

金額(千円) 
百分比 

    (％) 

Ⅰ 売上高  3,864,095 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２ 2,924,426 75.7 

  売上総利益  939,669 24.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

※１

    ※

２

855,783 22.1 

  営業利益  83,885 2.2 

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  4,622   

 ２ 受取配当金  1,873   

 ３ 社宅維持費  1,977   

 ４ その他  2,045 10,518 0.3 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  49,232   

 ２ 手形売却損  19,388   

 ３ 為替差損  899   

 ４ その他  1,644 71,165 1.9 

  経常利益  23,239 0.6 

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※３ 387   

 ２ 貸倒引当金戻入益  252   

 ３ 投資有価証券売却益  75,981   

 ４ ゴルフ会員権貸倒引当金 

        戻入益 
 933 77,555 2.0 

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※４ 263   

 ２ たな卸資産評価損  36,868   

 ３ たな卸資産除却損  10,222   

 ４ 減損損失 ※５ 99,018   

 ５ 貸倒引当金繰入額  2,000   

 ６ リゾート会員権評価損  8,949   

 ７ 電話加入権評価損  2,049 159,371 4.1 

  税金等調整前当期純損失  58,576 △ 1.5 

  法人税、住民税及び事業税  6,085 0.1 

  法人税等調整額  △ 35,224 0.9 

  当期純損失  29,436 △ 0.7 
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（訂正前） 

 (3) 連結剰余金計算書 

  

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) 

区分 

注記

   

番号

金額(千円) 

  (資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,441 

Ⅱ 資本剰余金期末残高  3,441 

   

  (利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △ 928,652 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

      土地再評価差額金取崩額  51,965 51,965 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

   当期純損失  29,006 29,006 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △ 905,693 
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（訂正後） 

(3) 連結剰余金計算書 

  

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) 

区分 

注記

   

番号

金額(千円) 

  (資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,441 

Ⅱ 資本剰余金期末残高  3,441 

   

  (利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △1,032,600 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

      土地再評価差額金取崩額  51,965 51,965 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

   当期純損失  29,436 29,436 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △1,010,071 
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(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) 

区分 

注記

    番

号

金額(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損失  △ 58,145 

   減価償却費  31,800 

   減損損失  99,018 

   連結調整勘定償却額  4,080 

   貸倒引当金の増加額  15,420 

   賞与引当金の増減額(△は減少)  △ 7,800 

   退職給付引当金の増加額  8,629 

   受取利息及び受取配当金  △ 6,495 

   支払利息  49,232 

   手形売却損  19,388 

   為替差益  △ 292 

   たな卸資産除却損  10,222 

   たな卸資産評価損  36,868 

   投資有価証券売却益  △ 75,981 

   ゴルフ会員権貸倒引当金戻入益  △ 933 

   貸倒引当金戻入額  △ 252 

   固定資産売却益  △ 387 

   固定資産除却損  263 

   貸倒引当金繰入額  2,000 

   電話加入権評価損  2,049 

   リゾート会員権評価損  8,949 

   売上債権の減少額  70,395 

   たな卸資産の増加額  △ 29,644 

   仕入債務の増減額(△は減少)  △ 234,985 

   未払金の増減額(△は減少)  9,488 

   未払消費税等の増減額(△は減少)  3,038 

   その他  69,672 

    小計  25,597 

   利息及び配当金の受取額  6,465 

   利息等の支払額  △ 69,988 

   法人税等の支払額  △ 5,976 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 43,902 
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   (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) 

区分 

注記

    番

号

金額(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損失  △58,576 

   減価償却費  31,800 

   減損損失  99,018 

   連結調整勘定償却額  4,080 

   貸倒引当金の増加額  15,156 

   賞与引当金の増減額(△は減少)  △ 7,800 

   退職給付引当金の増加額  8,629 

   受取利息及び受取配当金  △ 6,495 

   支払利息  49,232 

   手形売却損  19,388 

   為替差益  △ 292 

   たな卸資産除却損  10,222 

   たな卸資産評価損  36,868 

   投資有価証券売却益  △ 75,981 

   ゴルフ会員権貸倒引当金戻入益  △ 933 

   貸倒引当金戻入額  △ 252 

   固定資産売却益  △ 387 

   固定資産除却損  263 

   貸倒引当金繰入額  2,000 

   電話加入権評価損  2,049 

   リゾート会員権評価損  8,949 

   売上債権の減少額  92,960 

   たな卸資産の増加額  △47,936 

   仕入債務の増減額(△は減少)  △ 234,985 

   未払金の増減額(△は減少)  9,488 

   未払消費税等の増減額(△は減少)  1,964 

   その他  67,167 

    小計  25,597 

   利息及び配当金の受取額  6,465 

   利息等の支払額  △ 69,988 

   法人税等の支払額  △ 5,976 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 43,902 
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（訂正前） 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

 (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) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額 

運賃荷造費 177,662千円

役員報酬 57,650千円

給与手当、賞与 224,332千円

旅費交通費 66,516千円

貸倒引当金繰入額 15,300千円

賞与引当金繰入額 7,165千円

退職給付費用 13,086千円

連結調整勘定償却額 4,080千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 24,700千円
 

※３ 固定資産売却益の内訳 

 機械装置及び運搬具 387千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 151千円

 機械装置及び運搬具 50千円

 その他 61千円

    計 263千円

※５ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

 用 途 種 類 場所 

 製造設備 建物 静岡県掛川市 

 製造設備 土地 静岡県掛川市 
 

(経緯) 

稼働率が著しく低下した状態が続いており、著しく低下した稼働率が回復する見込みがない

ことにより、インフレーション成形機・ブロー成形機を製造する上記、掛川工場に係る資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。 

(グルーピングの方法) 

当社グループは、複数の種類の製品を製造しておりますが、製造設備の多くは共有しており

資産が一体となってキャッシュ・フローを生成しているため製造用資産については、工場全体を

一つのグループとして考えております。 

営業所については、継続して収支計算が可能な単位として捉え、また、遊休資産について

は、個別物件単位でグルーピングしております。 

(回収可能価額の算定方法) 

減損損失は、99,018千円であり、その内訳は、建物11,828千円、土地87,190千円でありま

す。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

8.66％で割り引いて算定しております。 
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（訂正後） 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

(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) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額 

運賃荷造費 177,662千円

役員報酬 57,650千円

給与手当、賞与 224,332千円

旅費交通費 66,516千円

貸倒引当金繰入額 15,036千円

賞与引当金繰入額 7,165千円

退職給付費用 13,086千円

連結調整勘定償却額 4,080千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 24,700千円
 

※３ 固定資産売却益の内訳 

 機械装置及び運搬具 387千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 151千円

 機械装置及び運搬具 50千円

 その他 61千円

    計 263千円

※５ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

 用 途 種 類 場所 

 製造設備 建物 静岡県掛川市 

 製造設備 土地 静岡県掛川市 
 

(経緯) 

稼働率が著しく低下した状態が続いており、著しく低下した稼働率が回復する見込みがない

ことにより、インフレーション成形機・ブロー成形機を製造する上記、掛川工場に係る資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。 

(グルーピングの方法) 

当社グループは、複数の種類の製品を製造しておりますが、製造設備の多くは共有しており

資産が一体となってキャッシュ・フローを生成しているため製造用資産については、工場全体を

一つのグループとして考えております。 

営業所については、継続して収支計算が可能な単位として捉え、また、遊休資産について

は、個別物件単位でグルーピングしております。 

(回収可能価額の算定方法) 

減損損失は、99,018千円であり、その内訳は、建物11,828千円、土地87,190千円でありま

す。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

8.66％で割り引いて算定しております。 
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（訂正前） 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

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) 

 

 

インフレー

ション 

    成形機

事業 

    (千円) 

ブロー 

    成形機

事業 

    (千円)

リサイクル

装置事業

    (千円)

メンテナン

ス 

    事業

    (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    

(1) 外部顧客に対する売上高 1,662,653 959,617 867,622 395,692 3,885,585 ― 3,885,585

(2) セグメント間の内部 

      売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ―

計 1,662,653 959,617 867,622 395,692 3,885,585 ― 3,885,585

営業費用 1,528,964 856,755 843,372 170,826 3,399,918 401,350 3,801,269

営業利益 133,689 102,862 24,250 224,865 485,667 (401,350) 84,316

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

      損失及び資本的支出 
   

資産 690,250 275,944 669,148 141,733 1,777,075 1,750,040 3,527,115

減価償却費 13,438 8,319 9,049 2,642 33,448 3,325 36,773

減損損失 42,370 24,454 22,110 10,083 99,018 ― 99,018

資本的支出 1,648 1,048 1,055 391 4,142 985 5,127

(注) １ 事業区分は製品及び販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 事業区分に属する主要な製品は下記の通りです。 

インフレーション成形機事業……EXZ75 多層機 

ブロー成形機事業     ……DAE-75 DA-90 

リサイクル装置事業    ……洗浄機 破砕機 

メンテナンス事業     ……部品 技術サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は401,350千円であり、その主要なもの

は、親会社の一般管理部門にかかる費用です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額1,750,040千円の主なものは、親会社の現金及び預金

及び管理部門に係る資産などであります。 

５ 「メンテナンス事業」は前連結会計年度まで「その他の事業」として表示しておりましたが、当該事業の売上

高が全セグメントの売上高の合計額の10％以上となったため、当該事業の名称を付して表示しております。 

    なお、「メンテナンス事業」は単一のセグメントであり、事業区分の変更はありません。 
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（訂正後） 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

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) 

 

 

インフレー

ション 

    成形機

事業 

    (千円) 

ブロー 

    成形機

事業 

    (千円)

リサイクル

装置事業

    (千円)

メンテナン

ス 

    事業

    (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    

(1) 外部顧客に対する売上高 1,693,661 974,115 800,632 395,686 3,864,095 ― 3,864,095

(2) セグメント間の内部 

      売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ―

計 1,693,661 974,115 800,632 395,686 3,864,095 ― 3,864,095

営業費用 1,548,242 859,043 800,997 170,838 3,379,122 401,086 3,780,209

営業利益 145,418 115,071 △364 224,847 484,972 (401,086) 83,885

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

      損失及び資本的支出 
   

資産 649,729 260,145 610,758 139,963 1,660,596 1,750,037 3,410,634

減価償却費 11,815 7,518 7,291 2,831 29,456 2,344 31,800

減損損失 42,370 24,454 22,110 10,083 99,018 ― 99,018

資本的支出 1,661 1,057 1,025 398 4,142 985 5,127

(注) １ 事業区分は製品及び販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 事業区分に属する主要な製品は下記の通りです。 

インフレーション成形機事業……EXZ75 多層機 

ブロー成形機事業     ……DAE-75 DA-90 

リサイクル装置事業    ……洗浄機 破砕機 

メンテナンス事業     ……部品 技術サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は401,086千円であり、その主要なもの

は、親会社の一般管理部門にかかる費用です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額1,750,037千円の主なものは、親会社の現金及び預金

及び管理部門に係る資産などであります。 

５ 「メンテナンス事業」は前連結会計年度まで「その他の事業」として表示しておりましたが、当該事業の売上

高が全セグメントの売上高の合計額の10％以上となったため、当該事業の名称を付して表示しております。 

    なお、「メンテナンス事業」は単一のセグメントであり、事業区分の変更はありません。 
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（訂正前） 

 (税効果会計関係) 

前連結会計年度末 

    (平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産) 

 投資有価証券評価損否認 1,924千円

 賞与引当金 5,858千円

 たな卸資産除却損 16,579千円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 37,177千円

 ゴルフ会員権評価損否認 11,845千円

 退職給付引当金 42,670千円

 減損損失 4,017千円

 繰越欠損金 427,516千円

 その他 48,453千円

 繰延税金資産小計 596,043千円

 評価性引当額 △596,043千円

 繰延税金資産合計 ―千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券差額金 △32,240千円

 繰延税金負債合計 △32,240千円

繰延税金負債の純額 △32,240千円

  

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 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 △6.5％

住民税均等割等 △10.5％

連結調整勘定償却 △2.8％

繰越欠損控除額 73.1％

その他の評価性引当額 △43.6％

税効果適用後の法人税等の負担率 50.1％
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（訂正後） 

(税効果会計関係) 

前連結会計年度末 

    (平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産) 

 投資有価証券評価損否認 1,924千円

 賞与引当金 5,858千円

 たな卸資産除却損 16,579千円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 37,177千円

 ゴルフ会員権評価損否認 11,845千円

 退職給付引当金 42,670千円

 減損損失 4,017千円

 繰越欠損金 427,516千円

 その他 48,453千円

 繰延税金資産小計 596,043千円

 評価性引当額 △596,043千円

 繰延税金資産合計 ―千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券差額金 △32,240千円

 繰延税金負債合計 △32,240千円

繰延税金負債の純額 △32,240千円

  

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 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 △6.4％

住民税均等割等 △10.4％

連結調整勘定償却 △2.8％

繰越欠損控除額 72.4％

その他の評価性引当額 △43.3％

税効果適用後の法人税等の負担率 49.8％
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   （訂正前） 

 (１株当たり情報) 

 

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) 

１株当たり純資産額 78円08銭 

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失(△) 
△3円68銭 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。 

 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 △29,006千円

普通株式に係る当期純利益 △29,006千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の 

    期中平均株式数 
7,868,215株
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（訂正後） 

(１株当たり情報) 

 

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) 

１株当たり純資産額 64円81銭 

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失(△) 
△3円74銭 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。 

 １株当たり当期純損失の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純損失 29,436千円

普通株式に係る当期純損失 29,436千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の 

期中平均株式数 
7,868,215株
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