
平成 21 年 5 月 15 日 
各位 

上場会社名  株式会社遠藤照明 
代表者  代表取締役社長 遠藤 良三 
（コード 6932） 
問合せ先責任者 経営品質本部長 黒田 靖文 
（TEL  06-6267-7095） 

 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について 
 
 平成 21 年５月 13 日付で発表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがござい

ましたので、下記の通り訂正いたします。 
 なお、訂正箇所には下線  を付して表示しております。 
 

記 
【訂正箇所】１ページ目 
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 
＜訂正前＞ 
 （参考）自己資本 21 年 3 月期 6,845 千円  20 年３月期 9,216 千円 
＜訂正後＞ 
（参考）自己資本 21 年 3 月期 6,712 千円  20 年３月期 9,216 千円 

 
【訂正箇所】１ページ目 
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） 
＜訂正前＞ 

 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 6,800  17.4 140  46.7 70  55.8 30 － 2 88

通     期 14,200  14.7 430  49.9 280  57.1 130 － 9 88
 
＜訂正後＞ 

 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 6,800  17.4 140  46.7 70  55.8 30 － 2 28

通     期 14,200  14.7 430  49.9 280  57.1 130 － 9 88
 
 
 
 
 
 
 
 



【訂正箇所】2 ページ目 
4. その他 
＜訂正前＞ 

 (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） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更   無 

＜訂正後＞ 
(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） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更   有 
 

【訂正箇所】15 ページ目 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
＜訂正前＞ 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△） 

136  △1,862

 減価償却費 562  573

 減損損失 －  232

 貸倒引当金の増加額 66  △16

 賞与引当金の増加額 △148  △53

 製品保証引当金の増加額 43  △19

 退職給付引当金の増加額 36  49

 役員退職慰労引当金の増加額 △36  2

 受取利息及び受取配当金 △5  △6

 支払利息 69  62

 社債発行費 6  －

 固定資産除売却損 11  17

 デリバティブ評価損 455  2,266

 売上債権の減少額 1,162  △416

 たな卸資産の減少額 920  387

 仕入債務の増加額 △1,659  486

 未払金の増加額 △226  △80

 未払消費税の増加額 24  －

 役員賞与引当金の増加額 △12  －

 その他 △156  183

 小計 1,251  1,805

 
後略 

 
 
 
 



＜訂正後＞ 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△） 

136  △1,862

 減価償却費 562  573

 減損損失 －  232

 貸倒引当金の増減額 66  △16

 賞与引当金の減少額 △148  △53

 製品保証引当金の増減額 43  △19

 退職給付引当金の増加額 36  49

 役員退職慰労引当金の増加額 △36  2

 受取利息及び受取配当金 △5  △6

 支払利息 69  62

 社債発行費 6  －

 固定資産除売却損 11  17

 デリバティブ評価損 455  2,266

 売上債権の増減額 1,162  △416

 たな卸資産の減少額 920  387

 仕入債務の増減額 △1,659  486

 未払金の減少額 △226  △80

 未払消費税の増加額 24  －

 役員賞与引当金の減少額 △12  －

 その他 △156  183

 小計 1,251  1,805

 
後略 

以上 



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 遠藤照明 上場取引所 大 
コード番号 6932 URL http://www.endo-lighting.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 遠藤 良三
問合せ先責任者 （役職名） 経営品質本部長 （氏名） 黒田 靖文 TEL 06-6267-7095
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30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 16,653 △4.5 859 24.6 652 △12.2 △1,868 ―
20年3月期 17,434 △6.9 689 △52.7 743 △46.0 △76 ―

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 △141.98 ― △23.5 3.9 5.2
20年3月期 △5.77 ― △0.8 4.1 4.0

（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 16,695 6,714 40.2 513.50
20年3月期 16,924 9,221 54.5 694.54

（参考） 自己資本   21年3月期  6,712百万円 20年3月期  9,216百万円

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 1,853 △997 △618 1,570
20年3月期 1,036 △742 381 1,389

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00 333 ― 3.4
21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 197 ― 2.1
22年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 37.3

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

6,800 △17.4 140 △46.7 70 △55.8 30 ― 2.28

通期 14,200 △14.7 430 △49.9 280 △57.1 130 ― 9.88



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、16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」をご覧下さい。 

(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、24ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 13,462,068株 20年3月期 13,462,068株
② 期末自己株式数 21年3月期  389,974株 20年3月期  192,434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 15,807 △8.0 678 △32.7 635 △23.2 △1,320 ―
20年3月期 17,177 △6.7 1,007 △42.2 827 △48.4 58 △89.6

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 △100.31 ―
20年3月期 4.41 4.41

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 15,611 7,142 45.8 546.39
20年3月期 16,254 8,801 54.1 663.28

（参考） 自己資本 21年3月期  7,142百万円 20年3月期  8,801百万円

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等について
は、3ページ 「1，経営成績（1）経営成績に関する分析」 をご覧下さい。 
 また、本資料に記載されている通期の業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準13号）適用に係る影響は反映されておりません。 

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

6,400 ― 10 ― △50 ― △60 ― △4.56

通期 13,400 △15.2 200 △70.5 80 △87.4 △20 ― △1.52




