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平成 21 年 5月 18 日 

各  位 

会 社 名   東邦アセチレン株式会社 

代表者名  取締役社長 櫻井 琢平 

（コード番号  4093  東証第 2部） 

                             問合せ先   常務執行役員 

                                  管理本部長 

（TEL．03－5687－5201） 

 

 

（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 15 日に発表いたしました「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、訂正箇所には下線  を付しております。 

 

記 

【訂正箇所】 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) 

(1)個別経営成績 

＜訂正前＞                                (％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 21,506 △14.4 246 △43.2 294 △38.9 △128 － 

20 年 3 月期 25,112 7.4 433 △18.2 482 △26.9 135 △34.0

 

 
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 

 円 銭 円 銭

21 年 3 月期 3.67 － 

20 年 3 月期 5.88 － 

 

＜訂正後＞                                (％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 21,506 △14.4 246 △43.2 294 △38.9 △128 － 

20 年 3 月期 25,112 7.4 433 △18.2 482 △26.9 135 △34.0

 

 
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 

 円 銭 円 銭

21 年 3 月期 △3.67 － 

20 年 3 月期 3.88 － 

 

小西 国温 
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【訂正箇所】 2 ページ 

(参考)個別業績の概要 

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) 

＜訂正前＞                (％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) 

 
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 
8,900 △24.0 80 △41.3 100 △30.6 40 △60.6 1.14

通期 18,500 △14.0 260 5.5 310 5.2 140 9.0 4.00

 

＜訂正後＞                (％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) 

 
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 
8,900 △24.0 80 △41.3 100 △30.6 40 △60.6 1.14

通期 18,500 △14.0 260 5.5 310 5.2 140 － 4.00
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4.【連結財務諸表】
＜訂正前＞

　　(1)【連結財務諸表】

(単位：千円)

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)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 2,871,232 4,070,981

　　受取手形及び売掛金 8,940,986 7,572,958

　　有価証券 5,857 －

　　たな卸資産 1,164,963 －

　　商品及び製品 － 903,481

　　仕掛品 － 100,118

　　原材料及び貯蔵品 － 146,900

　　繰延税金資産 223,061 166,851

　　その他 524,371 504,193

　　貸倒引当金 △70,278 △72,217

　　流動資産合計 13,660,194 13,393,266

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 ※1 10,089,972 ※1 10,777,894

　　　　減価償却累計額 △7,099,631 △7,375,424

　　　　建物及び構築物（純額） 2,990,341 3,402,469

　　　機械装置及び運搬具 6,461,292 6,556,136

　　　　減価償却累計額 △4,848,719 △4,968,901

　　　　機械装置及び運搬具（純額） 1,612,573 1,587,234

後略

＜訂正後＞

　　(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

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)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 2,871,232 4,070,981

　　受取手形及び売掛金 8,940,986 7,572,958

　　有価証券 5,857 －

　　たな卸資産 1,164,963 －

　　商品及び製品 － 903,481

　　仕掛品 － 100,118

　　原材料及び貯蔵品 － 146,900

　　繰延税金資産 223,061 166,851

　　その他 524,371 504,193

　　貸倒引当金 △70,278 △72,217

　　流動資産合計 13,660,194 13,393,266

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 ※1 10,089,972 ※1 10,777,894

　　　　減価償却累計額 △7,099,631 △7,375,424

　　　　建物及び構築物（純額） 2,990,341 3,402,469

　　　機械装置及び運搬具 6,461,292 ※1 6,556,136

　　　　減価償却累計額 △4,848,719 △4,968,901

　　　　機械装置及び運搬具（純額） 1,612,573 1,587,234

後略
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【訂正箇所】　10ページ

＜訂正前＞

　　②【連結損益計算書】

(単位：千円)

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)

後略

＜訂正後＞

　　(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

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)

後略

【訂正箇所】　12ページ

＜訂正前＞

　　③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

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)

後略

＜訂正後＞

　　(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

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)

後略

【訂正箇所】　14ページ

＜訂正前＞

　　④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

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)

後略

＜訂正後＞

　　(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

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)

後略
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【訂正箇所】　33ページ

5.【個別財務諸表】
＜訂正前＞

　　(1)【財務諸表】

(単位：千円)

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)

後略

＜訂正後＞

　　(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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)

後略
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【訂正箇所】　36～37ページ

＜訂正前＞

　　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

　製品売上高 6,179,793 5,394,566

　商品売上高 18,561,097 15,749,776

　その他の収入 372,012 362,213

　売上高合計 25,112,902 21,506,557

売上原価

　製品売上原価

　　製品期首たな卸高 28,317 34,080

　　当期製品製造原価 563,021 513,581

　　当期製品仕入高 3,248,261 2,739,002

　　合計 3,839,599 3,286,664

　　製品期末たな卸高 34,080 36,326

　　製品売上原価 3,805,519 3,250,338

　商品売上原価

　　商品期首たな卸高 316,661 350,371

　　当期商品仕入高 16,639,320 13,842,041

　　当期充填費用 67,456 60,587

　　合計 17,023,438 14,253,000

　　商品期末たな卸高 350,371 262,602

　　商品売上原価 16,673,067 13,990,398

　　その他の原価 326,501 329,991

　売上原価合計 20,805,087 17,570,727

売上総利益 4,307,815 3,935,829

販売費及び一般管理費

　運搬費 996,695 976,938

　支払手数料 231,520 220,953

　給料及び賞与 925,407 747,414

　賞与引当金繰入額 116,840 237,407

　退職給付費用 69,982 58,369

　役員退職慰労引当金繰入額 20,240 21,160

　役員退職慰労金 400 600

　福利厚生費 191,595 180,076

　賃借料 321,164 211,459

　減価償却費 229,516 254,325

　その他の経費 770,622 780,664

　販売費及び一般管理費合計 3,873,984 3,689,368

営業利益 433,830 246,460
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＜訂正前＞

(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)

営業外収益

　受取利息 25,562 22,952

　受取配当金 25,928 67,343

　固定資産賃貸料 111,234 208,947

　受取手数料 21,782 20,708

　雑収入 29,714 39,506

　営業外収益合計 214,222 359,458

営業外費用

　支払利息 92,559 186,499

　手形売却損 35,249 22,169

　賃貸費用 33,483 92,540

　雑損失 4,620 9,951

　営業外費用合計 165,913 311,161

経常利益 482,138 294,757

特別利益

　固定資産売却益 10,769 7,022

　貸倒引当金戻入額 7,052 650

　投資有価証券売却益 － 30,334

　関係会社清算益 － 13,140

　その他 150 －

　特別利益合計 17,971 51,147

特別損失

　固定資産除売却損 7,659 89,625

　関係会社貸倒引当金繰入額 － 193,720

　減損損失 5,705 231,258

　投資有価証券売却損 1,050 －

　関係会社株式評価損 16,980 －

　過年度役員退職慰労引当金繰入額 72,400 －

　出資金評価損 － 11,352

　清浄剤処理費用 14,707 －

　関係会社清算損 74,750 397

　その他 1,287 －

　特別損失合計 194,538 526,354

税引前当期純利益 305,571 △180,449

法人税、住民税及び事業税 175,500 13,100

法人税等調整額 △5,745 △65,123

法人税等合計 169,754 △52,023

当期純利益又は当期純損失（△） 135,817 △128,426
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＜訂正後＞

　　(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

　製品売上高 6,179,793 5,394,566

　商品売上高 18,561,097 15,749,776

　その他の収入 372,012 362,213

　売上高合計 25,112,902 21,506,557

売上原価

　製品売上原価

　　製品期首たな卸高 28,317 34,080

　　当期製品製造原価 563,021 513,581

　　当期製品仕入高 3,248,261 2,739,002

　　合計 3,839,599 3,286,664

　　製品期末たな卸高 34,080 36,326

　　製品売上原価 3,805,519 3,250,338

　商品売上原価

　　商品期首たな卸高 316,661 350,371

　　当期商品仕入高 16,639,320 13,842,041

　　当期充填費用 67,456 60,587

　　合計 17,023,438 14,253,000

　　商品期末たな卸高 350,371 262,602

　　商品売上原価 16,673,067 13,990,398

　　その他の原価 326,501 329,991

　売上原価合計 20,805,087 17,570,727

売上総利益 4,307,815 3,935,829

販売費及び一般管理費

　運搬費 996,695 976,938

　支払手数料 231,520 220,953

　給料及び賞与 925,407 880,935

　賞与引当金繰入額 116,840 103,887

　退職給付費用 69,982 58,369

　役員退職慰労引当金繰入額 20,240 21,160

　役員退職慰労金 400 600

　福利厚生費 191,595 180,076

　賃借料 321,164 211,459

　減価償却費 229,516 254,325

　その他の経費 770,622 780,664

　販売費及び一般管理費合計 3,873,984 3,689,368

営業利益 433,830 246,460
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＜訂正後＞

(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)

営業外収益

　受取利息 25,562 22,952

　受取配当金 25,928 67,343

　受取賃貸料 111,234 208,947

　受取手数料 21,782 20,708

　雑収入 29,714 39,506

　営業外収益合計 214,222 359,458

営業外費用

　支払利息 92,559 186,499

　手形売却損 35,249 22,169

　賃貸費用 33,483 92,540

　雑損失 4,620 9,951

　営業外費用合計 165,913 311,161

経常利益 482,138 294,757

特別利益

　固定資産売却益 10,769 7,022

　貸倒引当金戻入額 7,052 650

　投資有価証券売却益 － 30,334

　関係会社清算益 － 13,140

　その他 150 －

　特別利益合計 17,971 51,147

特別損失

　固定資産除売却損 7,659 89,625

　関係会社貸倒引当金繰入額 － 193,720

　減損損失 5,705 231,258

　投資有価証券売却損 1,050 －

　関係会社株式評価損 16,980 －

　過年度役員退職慰労引当金繰入額 72,400 －

　出資金評価損 － 11,352

　清浄剤処理費用 14,707 －

　関係会社清算損 74,750 397

　その他 1,287 －

　特別損失合計 194,538 526,354

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 305,571 △180,449

法人税、住民税及び事業税 175,500 13,100

法人税等調整額 △5,745 △65,123

法人税等合計 169,754 △52,023

当期純利益又は当期純損失（△） 135,817 △128,426
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【訂正箇所】　38ページ

＜訂正前＞

　　③【株主資本等変動計算書】

(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)

後略

＜訂正後＞

　　(3)【株主資本等変動計算書】

(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)

後略

以　上
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平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東邦アセチレン株式会社 上場取引所 東 
コード番号 4093 URL http://www.toho-ace.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 櫻井 琢平 
問合せ先責任者 （役職名） 取締役最高財務責任者(ＣＦＯ) （氏名） 小西 国温 TEL 03-5687-5201
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日
配当支払開始予定日 ―

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 35,965 △9.9 890 △29.5 974 △32.7 271 △46.1
20年3月期 39,903 3.7 1,262 △13.5 1,448 △8.9 504 △10.4

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 7.78 ― 4.5 3.6 2.5
20年3月期 14.46 ― 8.6 5.4 3.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  43百万円 20年3月期  38百万円

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 28,774 7,317 20.5 168.98
20年3月期 26,044 7,451 23.4 174.63

（参考） 自己資本   21年3月期  5,904百万円 20年3月期  6,091百万円

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 2,041 △4,719 3,849 3,993
20年3月期 1,230 △1,116 △628 2,796

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 ― ― ―
21年3月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

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

15,600 △15.7 400 3.1 450 △2.6 180 △29.1 5.15

通期 32,500 △9.6 1,000 12.3 1,000 2.7 450 65.6 12.88
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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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 35,020,000株 20年3月期 35,020,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  76,664株 20年3月期  134,543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 21,506 △14.4 246 △43.2 294 △38.9 △128 ―
20年3月期 25,112 7.4 433 △18.2 482 △26.9 135 △34.0

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △3.67 ―
20年3月期 3.88 ―

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 17,833 3,560 20.0 101.76
20年3月期 14,395 3,698 25.7 105.69

（参考） 自己資本 21年3月期  3,560百万円 20年3月期  3,698百万円

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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分 
に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今後様々な要因によって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等については、
４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。 

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

8,900 △24.0 80 △41.3 100 △30.6 40 △60.6 1.14

通期 18,500 △14.0 260 5.5 310 5.2 140 ― 4.00
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