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 平成 21 年 5 月 21 日 

各   位 

 

 

 

（訂正）「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 8日に公表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載内容の一部につい

て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】 

 13 ページ    ４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表 

 14 ページ    ４．連結財務諸表 （２）連結損益計算書 

16～18 ページ  ４．連結財務諸表 （３）連結株主資本等変動計算書 

 19 ページ    ４．連結財務諸表 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 22 ページ    ４．連結財務諸表 （８）注記事項 

 29 ページ    ５．個別財務諸表 （２）損益計算書 

 

会 社 名 兼松株式会社 

本 店 所 在 地 神戸市中央区伊藤町 119 番地 

代表者役職氏名 代表取締役社長 三輪 徳泰 

コ ー ド 8020 

上 場 取 引 所 東証・大証各市場第一部 

問い合わせ先 東京本社 主計部長 作山 信好

 TEL (03)5440-8111 
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【訂正内容】 

 

13 ページ  ４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表 

 

<訂正前> 
（単位：百万円） 

 
 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) 

負債の部 

（略） 

固定負債 

長期借入金  134,622  110,073

リース債務 － 345

繰延税金負債 173 283

退職給付引当金 4,329 2,857

債務保証損失引当金 82 －

訴訟損失引当金 553 610

役員退職慰労引当金 689 684

負ののれん － 92

その他   9,442      8,601

固定負債合計 149,894 123,548

 

<訂正後> 
（単位：百万円） 

 
 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) 

負債の部 

（略） 

固定負債 

長期借入金  134,622  110,073

リース債務 － 345

繰延税金負債 173 283

退職給付引当金 4,329 2,860

債務保証損失引当金 82 －

訴訟損失引当金 553 610

役員退職慰労引当金 689 681

負ののれん － 92

その他   9,442      8,601

固定負債合計 149,894 123,548
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 14 ページ  ４．連結財務諸表 （２）連結損益計算書 

 

<訂正前> 

（単位：百万円） 

 

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） 

（略） 

販売費及び一般管理費      

  従業員給料及び賞与 26,036 26,066

  退職給付費用 1,549 1,576

  業務委託費 8,925 8,314

  貸倒引当金繰入額 521 391

  その他 30,688 30,915

  販売費及び一般管理費合計 67,721 67,264

 

<訂正後> 

（単位：百万円） 

 

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） 

（略） 

販売費及び一般管理費      

  従業員給料及び賞与 26,036 26,069

  退職給付費用 1,549 1,579

  業務委託費 8,925 8,314

  貸倒引当金繰入額 521 391

  その他 30,688 30,909

  販売費及び一般管理費合計 67,721 67,264
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16～18 ページ  ４．連結財務諸表 （３）連結株主資本等変動計算書 

 

<訂正前>  

(単位：百万円) 

 

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） 

株主資本 

（略） 

 利益剰余金 

  前期末残高 △9,496 9,556

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △527

  当期変動額 

   当期純利益又は当期純損失（△） 19,016 △12,787

   自己株式の処分 － △29

  連結範囲の変動 1 －

  年金債務調整額     34     －

    当期変動額合計 19,053 △13,343

 当期末残高 9,556 △3,786

（略） 

株主資本合計 

  前期末残高 45,303 64,336

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △527

  当期変動額 

   当期純利益又は当期純損失（△） 19,016 △12,787

   自己株式の取得 △33 △53

   自己株式の処分 12 37

      持分法適用会社に対する持分変動に伴

う自己株式の増減 
△0 0

   連結範囲の変動 1 －

   年金債務調整額    34     －

   当期変動額合計 19,032 △13,330

  当期末残高 64,336 51,006

（略） 

純資産合計 

 前期末残高 48,767 62,239

 在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △527

 当期変動額 

  当期純利益又は当期純損失（△） 19,016 △12,787

  自己株式の取得 △33 △53

  自己株式の処分 12 37

     持分法適用会社に対する持分変動に伴う

自己株式の増減 
△0 0

  連結範囲の変動 1 －

  年金債務調整額    34     －

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,560 △6,873

  当期変動額合計 13,471 △20,203

 当期末残高 62,239 42,035
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<訂正後>  

(単位：百万円) 

 

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） 

株主資本 

（略） 

 利益剰余金 

  前期末残高 △9,496 9,556

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △527

  当期変動額 

   当期純利益又は当期純損失（△） 19,016 △12,787

   自己株式の処分 － △29

  連結範囲の変動 1 －

  年金債務調整額     34     －

    当期変動額合計 19,053 △12,816

 当期末残高 9,556 △3,786

（略） 

株主資本合計 

  前期末残高 45,303 64,336

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △527

  当期変動額 

   当期純利益又は当期純損失（△） 19,016 △12,787

   自己株式の取得 △33 △53

   自己株式の処分 12 37

      持分法適用会社に対する持分変動に伴

う自己株式の増減 
△0 0

   連結範囲の変動 1 －

   年金債務調整額    34     －

   当期変動額合計 19,032 △12,803

  当期末残高 64,336 51,006

（略） 

純資産合計 

 前期末残高 48,767 62,239

 在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △527

 当期変動額 

  当期純利益又は当期純損失（△） 19,016 △12,787

  自己株式の取得 △33 △53

  自己株式の処分 12 37

     持分法適用会社に対する持分変動に伴う

自己株式の増減 
△0 0

  連結範囲の変動 1 －

  年金債務調整額    34     －

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,560 △6,873

  当期変動額合計 13,471 △19,676

 当期末残高 62,239 42,035
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 19 ページ  ４．連結財務諸表 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

<訂正前> 

 (単位：百万円) 

 

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）

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 28,975 77

 減価償却費 3,304 3,232

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 547 537

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,000 △1,346

（略） 

その他 5,963 4,990

小計 24,188 25,410

 

<訂正後> 

(単位：百万円) 

 

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）

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 28,975 77

 減価償却費 3,304 3,232

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 547 537

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,000 △1,343

（略） 

その他 5,963 4,987

小計 24,188 25,410

 

 

 22 ページ  ４．連結財務諸表 （８）注記事項 

 

<訂正前> 

 

（連結貸借対照表関係） 

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．保証債務  

   連結会社以外の会社の銀行借入金等に対し、債務

保証を行っております。 

   Century Textile Industry       566 百万円

   True Corporation Public     407 

   ジャパンロジスティクス      193 

   その他               4,117    

    計                5,285 百万円

   上記には、保証類似行為が含まれております。 

１．保証債務  

   連結会社以外の会社の銀行借入金等に対し、債務

保証を行っております。 

Century Textile Industry 1,222百万円

True Corporation Public     407    

ジャパンロジスティクス 168   

その他 2,919   

計  4,718百万円

  上記には、保証類似行為が含まれております。 
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<訂正後> 

 

（連結貸借対照表関係） 

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．保証債務  

   連結会社以外の会社の銀行借入金等に対し、債務

保証を行っております。 

   Century Textile Industry       566 百万円

   True Corporation Public     407 

   ジャパンロジスティクス      193 

   その他               4,117    

    計                5,285 百万円

   上記には、保証類似行為が含まれております。 

１．保証債務  

   連結会社以外の会社の銀行借入金等に対し、債務

保証を行っております。 

Century Textile Industry 1,222百万円

True Corporation Public     407    

ジャパンロジスティクス 168   

その他 2,909   

計  4,708百万円

  上記には、保証類似行為が含まれております。 

 

 

 29 ページ  ５．個別財務諸表 （２）損益計算書 

 

<訂正前> 

                                           (単位：百万円) 

 

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）

（略） 

販売費及び一般管理費 

 役員報酬 188 237

 従業員給料及び手当 5,327 5,357

（略） 

  販売費及び一般管理費合計 16,876 16,798

 

<訂正後> 

                                          (単位：百万円) 

 

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）

（略） 

販売費及び一般管理費 

 役員報酬 188 234

 従業員給料及び手当 5,327 5,361

（略） 

  販売費及び一般管理費合計 16,876 16,798

 

 
以  上 


