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平成20年11月14日 

各 位 
会 社 名 天 昇 電 気 工 業 株 式 会 社  
代表者名 取 締 役 社 長 安 藤 武 彦 
  （コード番号  6776  東証２部） 
問い合わせ 常務取締役経理部長 横 山 彰 
T E L    042－788－1880 

 
 

(訂正・数値データ訂正あり)「平成21年３月期第２四半期決算短信」の一部訂正について 
 

 平成20年11月７日 に発表いたしました「平成21年３月期第２四半期決算短信」の記載内容について一部誤
りがありましたので下記のとおり訂正いたします。 
 なお、訂正箇所は下線＿を付して表示しております。 
 
１ページ 
（訂正前） 
1. 平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 
 (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２四半期 16,041 ― 287 ― 42 ― △84 ― 

20年３月期第２四半期 14,177 ― 582 ― 523 ― 133 ― 

 

 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２四半期 △4 95 ― ―   
20年３月期第２四半期 7 98 7 86   

 
 (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２四半期 29,918 5,553 15.3 269 27

20年３月期 30,571 5,615 15.3 275 77

 
(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 4,574百万円 20年３月期 4,685百万円

 
 
（訂正後） 
1. 平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 
 (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２四半期 16,041 ― 287 ― 42 ― △85 ― 

20年３月期第２四半期 14,177 ― 582 ― 523 ― 133 ― 

 

 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２四半期 △5 03 ― ―   
20年３月期第２四半期 7 88 7 86   
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 (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２四半期 29,918 5,554 15.3 269 33

20年３月期 30,571 5,615 15.3 275 77

 
(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 4,575百万円 20年３月期 4,685百万円

 
２ページ 
（訂正前） 
【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 
(1) 全般的な営業の概況 

   （省略） 
損益面では、ポーランド現法及び持分法適用のアメリカ現法の操業が第２四半期より本格化したことによ

る、償却負担及び従業員増による経費増加等により経常利益42百万円（前年同期５億23百万円）、四半期
純損失84百万円（前年同期１億33百万円の純利益）となりました。 

 
（訂正後） 
【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 
(1) 全般的な営業の概況 

（省略） 
損益面では、ポーランド現法及び持分法適用のアメリカ現法の操業が第２四半期より本格化したことによ

る、償却負担及び従業員増による経費増加等により経常利益42百万円（前年同期５億23百万円）、四半期
純損失85百万円（前年同期１億33百万円の純利益）となりました。 

 
３ページ 
（訂正前） 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
   （省略） 
②負債 

（省略） 
流動負債につきましては、その他に含まれる未払金20億10百万円の減少等により、142億91百万円（同

16億75百万円の減少）となりました。 
（省略） 

③純資産 
当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、為替変動による為替換算調整勘定の増加の一方、四

半期純損失84百万円の計上等により、55億53百万円（同61百万円の減少）となりました。 
 
（訂正後） 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
   （省略） 
②負債 

（省略） 
流動負債につきましては、その他に含まれる未払金20億10百万円の減少等により、142億90百万円（同

16億76百万円の減少）となりました。 
（省略） 

③純資産 
当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、為替変動による為替換算調整勘定の増加の一方、四

半期純損失85百万円の計上等により、55億54百万円（同61百万円の減少）となりました。 
 
（訂正前） 
3. キャッシュフローの状況 
   （省略） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、28億４百万円（前年同期は30億 73百万円の増加）の資金の増加
となりました。これは、減価償却費９億66百万円の実施と売掛債権の減少額12億３百万円等の増加要因があ
ったためであります。 
 

（訂正後） 
3. キャッシュフローの状況 
   （省略） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、28億４百万円（前年同期は30億 73百万円の増加）の資金の増加
となりました。これは、減価償却費９億59百万円の実施と売掛債権の減少額12億３百万円等の増加要因があ
ったためであります。 
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６ページ 
（訂正前） 
5. 【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

 （単位：百万円）

   

 当第２四半期連結会計期間末 
 (平成20年９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   2,902  3,468 

   受取手形及び売掛金   8,372  9,497 

   製品   566  495 

   原材料   741  652 

  仕掛品   331  246 

   その他   1,556  1,130 

   貸倒引当金   △7  △8 

   流動資産合計   14,461  15,482 

  固定資産  

   有形固定資産   13,626  13,293 

   無形固定資産   97  67 

   投資その他の資産   1,768  1,767 

   貸倒引当金   △35  △40 

   固定資産合計   15,456  15,088 

  資産合計   29,918  30,571 

 負債の部    

  流動負債    

   支払手形及び買掛金   9,885  9,547 
   短期借入金   544  589 
   未払法人税等   125  192 
   賞与引当金   317  301 
   その他   3,418  5,335 

   流動負債合計   14,291  15,966 

  固定負債  
   社債   800  975 
   長期借入金   6,734  7,193 
   その他   2,538  821 

   固定負債合計   10,073  8,990 

  負債合計   24,364  24,956 

 純資産の部  
  株主資本  
   資本金   1,208  1,208 
   資本剰余金   897  897 
   利益剰余金   2,233  2,358 
   自己株式   △5  △5 

   株主資本合計   4,334  4,458 

  評価・換算差額等  
   その他有価証券評価差額金   16  85 
   為替換算調整勘定   224  141 

   評価・換算差額等合計   240  226 

  少数株主持分   978  929 

  純資産合計   5,553  5,615 

 負債純資産合計   29,918  30,571 
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（訂正後） 
5. 【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 
 

 （単位：百万円）

   

 当第２四半期連結会計期間末 
 (平成20年９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   2,902  3,468 

   受取手形及び売掛金   8,372  9,497 

   製品   566  495 

   原材料   741  652 

  仕掛品   331  246 

   その他   1,556  1,130 

   貸倒引当金   △7  △8 

   流動資産合計   14,461  15,482 

  固定資産  

   有形固定資産   13,626  13,293 

   無形固定資産   97  67 

   投資その他の資産   1,768  1,767 

   貸倒引当金   △35  △40 

   固定資産合計   15,456  15,088 

  資産合計   29,918  30,571 

 負債の部  

  流動負債  

   支払手形及び買掛金   9,885  9,547 

   短期借入金   544  589 

   未払法人税等   124  192 

   引当金   317  311 

   その他   3,418  5,335 

   流動負債合計  14,290  15,966 

  固定負債  

   社債   800  975 

   長期借入金   6,734  7,193 

   その他   2,538  821 

   固定負債合計   10,073  8,990 

  負債合計  24,364  24,956 

 純資産の部  

  株主資本  

   資本金   1,208  1,208 

   資本剰余金   897  897 

   利益剰余金  2,232  2,358 

   自己株式   △5  △5 

   株主資本合計  4,332  4,458 

  評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金  18  85 

   為替換算調整勘定   224  141 

   評価・換算差額等合計  243  226 

  少数株主持分   978  929 

  純資産合計  5,554  5,615 

 負債純資産合計   29,918  30,571 
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７ページ 
（訂正前） 
(2) 【四半期連結損益計算書】 

 （単位：百万円）

   当第２四半期連結累計期間 
 (自 平成20年４月 １日  
  至 平成20年９月30日)  

 売上高   16,041 

 売上原価   13,903 

 売上総利益   2,138 

 販売費及び一般管理費   1,850 

営業利益   287 

 営業外収益  

  受取利息   4 

  受取配当金   7 

  為替差益   71 

  その他   58 

  営業外収益合計   142 

 営業外費用  

  支払利息   192 

  持分法による投資損失   128 

  その他   67 

  営業外費用合計   387 

 経常利益   42 

 特別利益  

  貸倒引当金戻入額   5 

 投資有価証券売却益  5 

  固定資産売却益 0

 特別利益合計 11

特別損失 

  固定資産除却損 1

 固定資産売却損 0

 特別損失合計 2

 税金等調整前四半期純利益  51 

 法人税等   194 

 少数株主損失（△）   △59 

 四半期純損失（△）   △84 

 
（訂正後） 
(2) 【四半期連結損益計算書】 

 （単位：百万円）

   当第２四半期連結累計期間 
 (自 平成20年４月 １日  
   至 平成20年９月30日) 

 売上高   16,041 

 売上原価   13,903 

 売上総利益   2,138 

 販売費及び一般管理費   1,850 

営業利益   287 

 営業外収益  

  受取利息   4 

  受取配当金   7 

  為替差益   71 

  その他   58 

  営業外収益合計   142 

 営業外費用  

  支払利息   192 

  持分法による投資損失   128 
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 （単位：百万円）

   当第２四半期連結累計期間 
 (自 平成20年４月 １日  
   至 平成20年９月30日) 

  その他   67 

  営業外費用合計   387 

 経常利益   42

 特別利益  

  貸倒引当金戻入額   5 

 投資有価証券売却益 5

 固定資産売却益 0

  特別利益合計   11 

特別損失 

 固定資産除却損 1

 固定資産売却損 0

 投資有価証券評価損 2

 特別損失合計 4

 税金等調整前四半期純利益  48 

 法人税等   193 

 少数株主損失（△）   △59 

 四半期純損失（△）   △85 
 
８ページ 
（訂正前） 
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 （単位：百万円）

  当第２四半期連結累計期間 
 (自 平成20年４月 １日  
   至 平成20年９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  51 

  減価償却費   966 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   14 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △5 

  売上値引引当金の増減額（△は減少）   △9 

  受取利息及び受取配当金   △11 

  支払利息   192 

  持分法による投資損益（△は益）   128 

  投資有価証券売却損益（△は益）   △5 

  売上債権の増減額（△は増加）   1,203 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   △224 

  仕入債務の増減額（△は減少）   250 

  未収入金の増減額（△は増加）   291 

  未払消費税等の増減額（△は減少）   △539 

 長期未払金の増減額（△は減少） △7 

  その他  975 

  小計  3,271 

  利息及び配当金の受取額   10 

  利息の支払額   △192 

  法人税等の支払額   △284 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   2,804 

 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   △4,392 

 有形固定資産の売却による収入 1,884 

 無形固定資産の取得による支出 △42 

  投資有価証券の取得による支出   △244 

  投資有価証券の売却による収入   68 

  短期貸付金の回収による収入   304 

  その他   2 
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 （単位：百万円）

  当第２四半期連結累計期間 
 (自 平成20年４月 １日  
   至 平成20年９月30日) 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,425 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純増減額（△は減少）   △48 

 長期借入れによる収入 300 

  長期借入金の返済による支出   △925 

  社債の償還による支出   △175 

 リース債務の返済による支出 △94 

  自己株式の取得による支出   △0 

  配当金の支払額   △50 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △992 

 現金及び現金同等物に係る換算差額   42 

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △571 

 現金及び現金同等物の期首残高   3,468 

現金及び現金同等物の四半期末残高   2,897 

 
（訂正後） 
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

  当第２四半期連結累計期間 
 (自 平成20年４月 １日  
   至 平成20年９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  48 

  減価償却費   959 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   14 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △5 

  売上値引引当金の増減額（△は減少）   △9 

  受取利息及び受取配当金   △11 

  支払利息   192 

  持分法による投資損益（△は益）   128 

  投資有価証券売却損益（△は益）   △5 

 投資有価証券評価損 2 

  売上債権の増減額（△は増加）   1,203 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   △224 

  仕入債務の増減額（△は減少）   250 

  未収入金の増減額（△は増加）   291 

  未払消費税等の増減額（△は減少）   △539 

 長期未払金の増減額（△は減少） △7 

  その他  911 

  小計  3,200 

  利息及び配当金の受取額   10 

  利息の支払額   △192 

  法人税等の支払額   △214 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   2,804 

 投資活動によるキャッシュ・フロー   

  定期預金の預入による支出   △5 

  有形固定資産の取得による支出   △4,392 

 有形固定資産の売却による収入 1,884 

 無形固定資産の取得による支出 △42 

  投資有価証券の取得による支出   △244 

  投資有価証券の売却による収入   68 

  短期貸付金の回収による収入   304 

  その他   2 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,425 
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（単位：百万円）

  当第２四半期連結累計期間 
 (自 平成20年４月 １日  
   至 平成20年９月30日) 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純増減額（△は減少）   △48 

 長期借入れによる収入 300 

  長期借入金の返済による支出   △925 

  社債の償還による支出   △175 

 リース債務の返済による支出 △94 

  自己株式の取得による支出   △0 

  配当金の支払額   △50 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △992 

 現金及び現金同等物に係る換算差額   42 

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △571 

 現金及び現金同等物の期首残高   3,468 

現金及び現金同等物の四半期末残高   2,897 

 
 
１０ページ 
（訂正前） 
(5) セグメント情報 
  （省略） 
【海外売上高】 
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,694 1,022 2,716

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 16,041

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

10.6 6.4 16.9

 
 
（訂正後） 
(5) セグメント情報 

   （省略） 
【海外売上高】 
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,009 676 2,686

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 16,041

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 12.5 4.2 16.7

 
 


