
 

                    
 

                                        平成 21 年５月 15 日 

各   位 
会 社 名 株 式 会 社 遠 藤 製 作 所

（JASDAQ・コード番号：7841）

代 表 者 代表取締役社長 小 林  健 治

問 合 せ 先

役 職 ･ 氏 名
常 務 取 締 役 牛 坊  芳 明

電 話 番 号 ０２５６－６３－６１１１ 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 
平成 21 年５月 13 日に公表しました「平成 21 年３月期決算短信」の記載内容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。 

なお訂正箇所は下線を付して表示しております。 
 

記 
 

訂正箇所 

１．２ページ 「（参考）個別業績の概要」 

１．21年３月期の個別業績（平成20年４月１日 ～ 平成21年３月31日） 

（訂正前） 
（１） 個別経営成績 （％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 ％

21年 3月期 13,786 △10.0 649 10.6 705 119.2 252 △10.1

20年 3月期 15,313 40.3 587 34.5 321 △36.5 281 ―
 

（訂正後） 
（１） 個別経営成績 （％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 ％

21年 3月期 13,777 △10.0 649 10.6 705 119.2 252 △10.1

20年 3月期 15,313 40.3 587 34.5 321 △36.5 281 ―

 



 

２．24 ページ 「（８）連結財務諸表に関する注記事項 」 

（連結貸借対照表関係） 
（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 9,828,160 千円 
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 9,379,720 千円 
  

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 503,680 千円 

土地 934,939 

計 1,438,619 
  

（以下、省略） 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 523,213 千円 

土地 863,482 

計 1,386,695 
 

（以下、省略） 

 
（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 9,828,160 千円 
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 9,379,720 千円 
  

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 503,680 千円 

土地 934,939 

計 1,438,619 
  
 

（以下、省略） 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 523,213 千円 

土地 703,972 

投資不動産 159,509 

計 1,386,695 
 

（以下、省略） 

 



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 15,313,968 13,786,953

売上原価   

製品期首たな卸高 272,489 451,341

当期製品製造原価 ※1,3  12,424,316 ※1,3  11,009,221

当期製品仕入高 1,361,258 1,068,038

合計 14,058,064 12,528,601

製品期末たな卸高 451,341 473,386

製品売上原価 13,606,723 12,055,215

売上総利益 1,707,245 1,731,738

販売費及び一般管理費 ※2,3  1,119,544 ※2,3  1,081,743

営業利益 587,700 649,994

営業外収益   

受取利息 ※1  54,034 ※1  34,028

受取配当金 1,368 2,188

投資不動産賃貸料 30,816 34,564

為替差益 － 9,751

受取補償金 － 42,512

その他 22,109 18,006

営業外収益合計 108,329 141,052

営業外費用   

支払利息 41,671 43,088

減価償却費 16,169 24,345

シンジケートローン手数料 13,162 12,989

為替差損 299,689 －

その他 3,541 5,397

営業外費用合計 374,234 85,821

経常利益 321,794 705,225

特別利益   

固定資産売却益 ※4  18,152 ※4  12,594

貸倒引当金戻入額 3,235 2,437

投資損失引当金戻入額 324,852 －

特別利益合計 346,239 15,032

特別損失   

固定資産売却損 ※5  14,407 ※5  1,494

固定資産除却損 ※6  9,382 ※6  14,848

減損損失 － ※7  53,868

投資損失引当金繰入額 － 60,810

特別損失合計 23,789 131,020

税引前当期純利益 644,244 589,237

法人税、住民税及び事業税 144,170 243,274

法人税等追徴税額 219,533 －

法人税等調整額 △800 93,128

法人税等合計 362,904 336,402

当期純利益 281,340 252,835
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 15,313,968 13,777,832

売上原価   

製品期首たな卸高 272,489 451,341

当期製品製造原価 ※1,3  12,424,316 ※1,3  11,009,221

当期製品仕入高 1,361,258 1,058,918

合計 14,058,064 12,519,480

製品期末たな卸高 451,341 473,386

製品売上原価 13,606,723 12,046,094

売上総利益 1,707,245 1,731,738

販売費及び一般管理費 ※2,3  1,119,544 ※2,3  1,081,743

営業利益 587,700 649,994

営業外収益   

受取利息 ※1  54,034 ※1  34,028

受取配当金 1,368 2,188

投資不動産賃貸料 30,816 34,564

為替差益 － 9,751

受取補償金 － 42,512

その他 22,109 18,006

営業外収益合計 108,329 141,052

営業外費用   

支払利息 41,671 43,088

減価償却費 16,169 24,345

シンジケートローン手数料 13,162 12,989

為替差損 299,689 －

その他 3,541 5,397

営業外費用合計 374,234 85,821

経常利益 321,794 705,225

特別利益   

固定資産売却益 ※4  18,152 ※4  12,594

貸倒引当金戻入額 3,235 2,437

投資損失引当金戻入額 324,852 －

特別利益合計 346,239 15,032

特別損失   

固定資産売却損 ※5  14,407 ※5  1,494

固定資産除却損 ※6  9,382 ※6  14,848

減損損失 － ※7  53,868

投資損失引当金繰入額 － 60,810

特別損失合計 23,789 131,020

税引前当期純利益 644,244 589,237

法人税、住民税及び事業税 144,170 243,274

法人税等追徴税額 219,533 －

法人税等調整額 △800 93,128

法人税等合計 362,904 336,402

当期純利益 281,340 252,835
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４．54 ページ 「（７）個別財務諸表に関する注記事項 」 

（貸借対照表関係） 
（訂正前） 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 3,932,867 千円 
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 4,150,308 千円 
  

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 503,680 千円 

土地 934,939 

計 1,438,619 
  

（以下、省略） 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 523,213 千円 

土地 863,482 

計 1,386,695 
 

（以下、省略） 
 

（訂正後） 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 3,932,867 千円 
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 4,150,308 千円 
  

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 503,680 千円 

土地 934,939 

計 1,438,619 
  
 

（以下、省略） 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 523,213 千円 

土地 703,972 

投資不動産 159,509 

計 1,386,695 
 

（以下、省略） 

 



 

５．55 ページ 「（７）個別財務諸表に関する注記事項 」 

（損益計算書関係） 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

外注加工費 6,682,782 千円 

受取利息 44,015  
  
（以下、省略） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

外注加工費 6,264,544 千円 

受取利息 26,022  
 
（以下、省略） 

 
（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

外注加工費 6,682,782 千円 

受取利息 44,015  
  

 

（以下、省略） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

外注加工費 6,264,544 千円 

受取利息 26,022  

受取補償金 14,121  

 
（以下、省略） 

 



平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社遠藤製作所 上場取引所 JQ 
コード番号 7841 URL http://www.endo-mfg.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小林 健治

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 牛坊 芳明 TEL 0256-63-6111
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

21年3月期 18,695 △7.4 2,204 0.1 1,192 △41.0 611 △55.5

20年3月期 20,188 37.6 2,202 327.9 2,022 111.6 1,373 183.7

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 ％ ％ ％

21年3月期 66.60 ― 5.4 6.1 11.8
20年3月期 148.90 ― 12.6 10.7 10.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 19,121 11,016 57.6 1,213.37
20年3月期 20,314 11,525 56.7 1,249.48

（参考） 自己資本   21年3月期  11,016百万円 20年3月期  11,525百万円

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

21年3月期 1,468 △2,308 950 1,962
20年3月期 2,100 △1,640 307 2,129

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 92 6.7 0.8
21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 90 15.0 0.8

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 10.00 10.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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 4,479 △53.2 △791 ― △674 ― △734 ― △80.84

通期 11,565 △38.1 205 △90.7 230 △80.7 △48 ― △5.29



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注） 詳細は22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、42ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 9,441,800株 20年3月期 9,441,800株

② 期末自己株式数 21年3月期  362,300株 20年3月期  217,200株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年3月期 13,777 △10.0 649 10.6 705 119.2 252 △10.1

20年3月期 15,313 40.3 587 34.5 321 △36.5 281 ―

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
円 銭 円 銭

21年3月期 27.55 ―

20年3月期 30.50 ―

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 16,011 8,976 56.1 988.60
20年3月期 16,000 8,889 55.6 963.65

（参考） 自己資本 21年3月期  8,976百万円 20年3月期  8,889百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
3ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間 3,143 △54.1 △662 ― △668 ― △696 ― △76.66

通期 8,436 △38.8 △563 ― △568 ― △607 ― △66.85
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