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（訂正）「平成 21 年３月期第１四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 
 
 

当社は、平成21年５月14日付「平成21年３月期決算発表の延期のお知らせ」において過年度決算

の訂正の可能性についてお知らせいたしました。このたび、過年度決算の具体的な訂正内容が確定

いたしましたので、下記のとおりご報告申し上げます。 

なお、訂正箇所を含む頁について訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を

付して表示しております。 

ただし、前年同期の四半期情報の精査が完了しておりませんので、前年同期の数値の訂正

は行っておりません。このため、前年同期比較数値につきましては「―」表示しております。 

 

記 

 
１.訂正を行う第１四半期決算短信の概要 

決算期：平成 21 年３月期第１四半期（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日） 

公表日：平成 20 年 12 月 25 日 

 

２.訂正の経緯 

訂正の経緯については、平成21年５月14日付「平成21年３月期決算発表の延期のお知らせ」、及

び、「株式会社ビジネスデザイン研究所に対する不正な金融支援および特別調査委員会の調査

結果報告につきまして」をご参照下さい。 

 
以 上 

 
 

 



フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

[訂正前]  (過年度決算短信２ページ)  
（百万円未満切捨て） 

１．平成 21 年３月期 第１四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年６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１四半期 111,694 ― 1,213 ― 596 ― △666 ―

20 年３月期第１四半期 104,147 23.7 5,817 27.2 5,544 17.6 2,961 2.7

 

 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１四半期 △9.53 －

20 年３月期第１四半期 42.36 38.46

 
 
 [訂正後] 
                                   （％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１四半期 111,694 ― 2,296 ― 1,403 ― 163 ―

20 年３月期第１四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

 

 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１四半期 2.34 2.13

20 年３月期第１四半期 ─ ─

 
 
 
[訂正前]  
(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１四半期 320,867 92,501 25.5 1,168.91

20 年３月期 322,695 96,212 26.4 1,217.77

（参考）自己資本 21 年３月期第１四半期 81,781 百万円  20 年３月期 85,199 百万円 
 
 
[訂正後] 
 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１四半期 320,220 91,339 25.2 1,152.30

20 年３月期 322,103 94,219 25.8 1,189.28

（参考）自己資本 21 年３月期第１四半期 80,618百万円  20 年３月期 83,206百万円 
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フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

［訂正前］ (過年度決算短信４ページ) 

【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 
 （中略） 

（1）売上高 
当第１四半期連結会計期間における売上高は、国内生産ならびに中国などの現地生産が増加し、1,116 億円（前

年同期比 － ％増）となりました。 
事業の種類別売上は、自動車等車両部品が 1,073 億円（前年同期比 －％増）、情報環境機器部品等が 43 億円（前

年同期比 －％減）となりました。 
所在地別売上は、日本が 798 億円（前年同期比 － ％増）、北米が 146 億円（前年同期比 －％減）、欧州が 133

億円（前年同期比 － ％増）、アジアが 97 億円（前年同期比 －％増）となりました。 
（2）利益 

 利益につきましては、営業利益は12億円、経常利益は5億円、四半期純損失は６億円となりました｡事業の種類
別の営業利益は自動車等車両部品事業が10億円、情報環境機器部品事業が１億円となっており、所在地別の営業
利益又は営業損失(△)は日本△14億円、北米６億円、欧州７億円、アジア 12 億円となっております。 

 
 

［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 
 （中略） 

（1）売上高 
当第１四半期連結会計期間における売上高は、国内生産ならびに中国などの現地生産が増加し、1,116 億円（前

年同期比 － ％増）となりました。 
事業の種類別売上は、自動車等車両部品が 1,073 億円（前年同期比 －％増）、情報環境機器部品等が 43 億円（前

年同期比 －％減）となりました。 
所在地別売上は、日本が 798 億円（前年同期比 － ％増）、北米が 146 億円（前年同期比 －％減）、欧州が 133

億円（前年同期比 － ％増）、アジアが 97 億円（前年同期比 －％増）となりました。 
（2）利益 

 利益につきましては、営業利益は22億円、経常利益は14億円、四半期純利益は1億円となりました｡事業の種類
別の営業利益は自動車等車両部品事業が21億円、情報環境機器部品事業が１億円となっており、所在地別の営業
利益又は営業損失（△）は日本△３億円、北米６億円、欧州７億円、アジア 12 億円となっております。 

 
 
［訂正前］ 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第 1四半期連結会計期間末の総資産については、流動資産の減少などにより、前期末に比べて 18 億円減少し、3,208

億円となりました。負債については、長短借入金の増加などにより、前期末に比べて18億円増加し、2,283億円となり
ました。純資産については、四半期純損失の計上などにより、前期末に比べて37億円減少し、925億円となりました。 

 

［訂正後］ 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第 1四半期連結会計期間末の総資産については、流動資産の減少などにより、前期末に比べて 18 億円減少し、3,202

億円となりました。負債については、長短借入金の増加などにより、前期末に比べて９億円増加し、2,288億円となり
ました。純資産については、四半期純損失の計上などにより、前期末に比べて28億円減少し、913億円となりました。 
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フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

［訂正前］ (過年度決算短信８ページ) 
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 1四半期連結会計期間末

（平成 20 年６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 11,532 13,918 

  受取手形及び売掛金 68,629 68,860 

  製品 3,902 4,527 

  原材料 2,462 2,429 

  仕掛品 21,160 21,124 

  貯蔵品 742 769 

    繰延税金資産 183 181 

  その他 10,384 9,902

  貸倒引当金 △23 △22 

  流動資産合計 118,974 121,690

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 31,118 31,375 

   機械装置及び運搬具（純額） 83,410 81,947

   工具器具備品（純額） 17,410 17,809 

   土地 14,696 14,832 

   建設仮勘定 25,727 26,928 

   有形固定資産合計 172,094 172,893

  無形固定資産 465 507 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 24,287 23,705

   繰延税金資産 861 444

   その他 4,221 4,121

   貸倒引当金 △36 △36 

   投資その他の資産合計 29,333 27,603

  固定資産合計 201,893 201,004

資産合計 320,867 322,695
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フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

［訂正後］ (過年度決算短信８ページ) 
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 1四半期連結会計期間末

（平成 20 年６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 11,532 13,918 

  受取手形及び売掛金 68,629 68,860 

  製品 3,902 4,527 

  原材料 2,462 2,429 

  仕掛品 21,160 21,124 

  貯蔵品 742 769 

    繰延税金資産 183 181 

  その他 10,189 9,707

  貸倒引当金 △23 △22 

  流動資産合計 118,779 121,495

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 31,118 31,375 

   機械装置及び運搬具（純額） 83,477 82,018

   工具器具備品（純額） 17,140 17,809 

   土地 14,696 14,832 

   建設仮勘定 25,727 26,928 

   有形固定資産合計 172,161 172,965

  無形固定資産 465 507 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 24,287 23,075

   繰延税金資産 834 415

   その他 3,728 3,681

   貸倒引当金 △36 △36 

   投資その他の資産合計 28,814 27,135

  固定資産合計 201,441 200,607

資産合計 320,220 322,103
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フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

［訂正前］ (過年度決算短信 10 ページ) 
（単位：百万円） 

 
当第 1四半期連結会計期間末

（平成 20 年６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） 

負債の部   

流動負債   

  支払手形及び買掛金 59,020 67,977 

  短期借入金 56,709 36,248 

  １年内返済予定長期借入金 3,891 3,418 

  １年内償還予定の社債 ― 10,000 

  未払法人税等 160 3,971 

  役員賞与引当金 25 100 

  その他 25,269 25,978

  流動負債合計 145,077 147,696

 固定負債   

  新株予約権付社債 14,722 14,722 

  長期借入金 46,483 42,911 

  繰延税金負債 12,675 11,773

退職給付引当金 8,316 8,409 

役員退職慰労引当金 253 257 

  負ののれん 68 91 

  その他 767 620

  固定負債合計 83,288 78,787

 負債合計 228,365 226,483

純資産の部   

株主資本   

 資本金 11,820 11,820 

 資本剰余金 13,321 13,321 

 利益剰余金 47,814 50,297

 自己株式 △139 △139 

  株主資本合計 72,816 75,299

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 8,634 7,935 

  為替換算調整勘定 330 1,963 

  評価・換算差額等合計 8,965 9,899 

少数株主持分 10,720 11,013 

 純資産合計 92,501 96,212

負債純資産合計 320,867 322,695
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フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

［訂正後］ (過年度決算短信 10 ページ) 
（単位：百万円） 

 
当第 1四半期連結会計期間末

（平成 20 年６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） 

負債の部   

流動負債   

  支払手形及び買掛金 59,020 67,977 

  短期借入金 56,709 36,248 

  １年内返済予定長期借入金 3,891 3,418 

  １年内償還予定の社債 ― 10,000 

  未払法人税等 160 3,971 

  役員賞与引当金 25 100 

  その他 25,342 25,996

  流動負債合計 145,150 147,712

 固定負債   

  新株予約権付社債 14,722 14,722 

  長期借入金 46,483 42,911 

  繰延税金負債 12,479 11,598

退職給付引当金 8,316 8,409 

役員退職慰労引当金 253 257 

  負ののれん 68 91 

  その他 1,406 2,180

  固定負債合計 83,730 80,172

 負債合計 228,881 227,884

純資産の部   

株主資本   

 資本金 11,820 11,820 

 資本剰余金 13,321 13,321 

 利益剰余金 46,651 48,304

 自己株式 △139 △139 

  株主資本合計 71,653 73,307

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 8,634 7,935 

  為替換算調整勘定 330 1,963 

  評価・換算差額等合計 8,965 9,899 

少数株主持分 10,720 11,013 

 純資産合計 91,339 94,219

負債純資産合計 320,220 322,103
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フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

［訂正前］ (過年度決算短信 12 ページ) 
(2) 【四半期連結損益計算書】 

（単位：百万円） 

 

当第 1四半期連結会計期間 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年６月 30 日）

売上高 111,694 

売上原価 104,457

売上総利益 7,236

販売費及び一般管理費 6,022

営業利益 1,213

営業外収益  

受取利息 87 

受取配当金 226 

鉄屑売却益 219 

その他 298 

 営業外収益合計 832 

営業外費用  

 支払利息 689 

 為替差損 23 

 デリバティブ評価損 518 

 その他 218

 営業外費用合計 1,449

経常利益 596

税金等調整前四半期純利益 596

法人税、住民税及び事業税 328 

法人税等調整額 128

法人税等合計 457

少数株主利益 805 

四半期純利益 △666
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フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

［訂正後］ (過年度決算短信 12 ページ) 
(2) 【四半期連結損益計算書】 

（単位：百万円） 

 

当第 1四半期連結会計期間 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年６月 30 日）

売上高 111,694 

売上原価 104,514

売上総利益 7,179

販売費及び一般管理費 4,882

営業利益 2,296

営業外収益  

受取利息 87 

受取配当金 226 

鉄屑売却益 219 

その他 298 

 営業外収益合計 832 

営業外費用  

 支払利息 689 

 為替差損 23 

 デリバティブ評価損 518 

 持分法による投資損益 275

 その他 218

 営業外費用合計 1,724

経常利益 1,403

税金等調整前四半期純利益 1,403

法人税、住民税及び事業税 328 

法人税等調整額 105

法人税等合計 434

少数株主利益 805 

四半期純利益 163
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フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

［訂正前］ (過年度決算短信 14 ページ) 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第 1四半期連結会計期間(自 平成 20 年 4 月 1日 至 平成 20 年 6 月 30 日) 
 当社は、平成20年12月25日に過年度決算の訂正を行った結果、連結財務諸表提出会社の個別財務諸表
において、平成 18 年 3月期に479百万円、平成 19 年 3 月期に5,010百万円、平成 20 年 3 月期に3,092百
万円の営業損失を計上するとともに、連結財務諸表において平成 18 年 3 月期に12,194百万円、平成 19
年 3月期に33,176百万円、平成 20 年 3月期に12,622百万円の当期純損失を計上いたしました。連結財務
諸表提出会社の 2 期連続の営業損失計上により、シンジケート・ローン(平成 20 年 9 月末残高 10,000
百万円)の財務制限条項に抵触し、期限の利益を喪失しております。当該状況により、継続企業の前提に
重要な疑義が生じております。 
 財務制限条項に抵触しているシンジケート・ローンにつきましては、今後速やかに借り換えの正式協
議に入りますが、主取引金融機関からは、緊急融資枠の確保など支援体制を布いていただいております。
また、今後につきましても銀行借入金の借り換えや転換社債型新株引受権付社債などの資金需要を控え
ておりますが、各取引金融機関から継続的な支援方針をいただいております。 
当社は、過年度決算訂正の原因となった状況を改善するために、社外調査委員会の調査結果を受けて徹
底的な再発防止策を実行するとともに、トヨタ自動車株式会社より社外顧問及び経理担当役員の人材支
援をいただき、マネジメントと経理部門を強化し、また、監査室の充実など社内管理体制の強化をはか
ってまいります。業績改善のための施策といたしましては、材料費や労務費・経費などの細部に亘る原
価低減や既存製品の受注活動ならびに新規商品の育成・拡販を主な柱とする再生のための中期経営計画
を策定し、同計画に沿って早期の業績回復をはかってまいります。 
 四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を四半期財務諸
表には反映しておりません。 

 

 
［訂正後］ 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第 1四半期連結会計期間(自 平成 20 年 4 月 1日 至 平成 20 年 6 月 30 日) 
 当社は、平成21年５月29日に過年度決算の訂正を行った結果、連結財務諸表提出会社の個別財務諸表
において、平成 18 年 3月期に549百万円、平成 19 年 3 月期に5,178百万円、平成 20 年 3 月期に2,972百
万円の営業損失を計上するとともに、連結財務諸表において平成 18 年 3 月期に13,096百万円、平成 19
年 3月期に33,827百万円、平成 20 年 3月期に13,061百万円の当期純損失を計上いたしました。連結財務
諸表提出会社の 2 期連続の営業損失計上により、シンジケート・ローン(平成 20 年 9 月末残高 10,000
百万円)の財務制限条項に抵触し、期限の利益を喪失しております。当該状況により、継続企業の前提に
重要な疑義が生じております。 
 財務制限条項に抵触しているシンジケート・ローンにつきましては、今後速やかに借り換えの正式協
議に入りますが、主取引金融機関からは、緊急融資枠の確保など支援体制を布いていただいております。
また、今後につきましても銀行借入金の借り換えや転換社債型新株引受権付社債などの資金需要を控え
ておりますが、各取引金融機関から継続的な支援方針をいただいております。 
当社は、過年度決算訂正の原因となった状況を改善するために、社外調査委員会の調査結果を受けて徹
底的な再発防止策を実行するとともに、トヨタ自動車株式会社より社外顧問及び経理担当役員の人材支
援をいただき、マネジメントと経理部門を強化し、また、監査室の充実など社内管理体制の強化をはか
ってまいります。業績改善のための施策といたしましては、材料費や労務費・経費などの細部に亘る原
価低減や既存製品の受注活動ならびに新規商品の育成・拡販を主な柱とする再生のための中期経営計画
を策定し、同計画に沿って早期の業績回復をはかってまいります。 
 四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を四半期財務諸
表には反映しておりません。 
 

【追加情報】 
 当社の子会社である株式会社ビジネスデザイン研究所に対する不正融資に関連して、当社従業員は平成 19 年 11 月 26
日に、50 枚の手形用紙を持ち出し、取引の裏づけのない融通手形 1,500 百万円（300 百万円×５枚）を無断で発行して回
収後廃棄処分し、未使用分の 45 枚の手形用紙についても廃棄処分したと供述しており、発行済の手形については、現在
公示催告の申し立てを行っております。 
 以上のとおり、当時の状況、本人の供述などを総合的に勘案いたしましたが、当該従業員が使用済み手形および未使用
の手形用紙を処分したという供述について一定の信用性は認められるものの完全に処分されたとの確証は得られず、万が
一手形の所持人から届出があった場合の当社の損害を見込むことが不可能なため、その影響を連結財務諸表に反映してお
りません。 
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フタバ産業㈱ (7241) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

［訂正前］ (過年度決算短信 14 ページ) 
 (4) セグメント情報 
［事業の種類別セグメント情報］ 
 

 自動車等 
車両部品事業 

(百万円) 

情報環境 
機器部品事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高      

(1)外部顧客に 
  対する売上高 

107,327 4,366 111,694 ― 111,694

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― （―） ―

計 107,327 4,366 111,694 （―） 111,694

営業利益 1,067 146 1,213 （―） 1,213

 

 

［訂正後］ 
 (4) セグメント情報 
［事業の種類別セグメント情報］ 
 

 自動車等 
車両部品事業 

(百万円) 

情報環境 
機器部品事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高      

(1)外部顧客に 
  対する売上高 

107,327 4,366 111,694 ― 111,694

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― （―） ―

計 107,327 4,366 111,694 （―） 111,694

営業利益 2,154 141 2,296 （―） 2,296

 
 
［訂正前］ 
［所在地別セグメント情報］ 
  当第１四半期連結累計（会計）期間 (自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日) 

 日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 74,161 14,619 13,300 9,611 111,694 ― 111,694

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
5,651 0 1 137 5,789 (5,789) ―

計 79,812 14,619 13,301 9,748 117,483 (5,789) 111,694

営業利益又は営業損失(△) △1,408 606 711 1,235 1,144 69 1,213

 

 

［訂正後］ 
［所在地別セグメント情報］ 
  当第１四半期連結累計（会計）期間 (自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日) 

 日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 74,161 14,619 13,300 9,611 111,694 ― 111,694

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
5,651 0 1 137 5,789 (5,789) ―

計 79,812 14,619 13,301 9,748 117,483 (5,789) 111,694

営業利益又は営業損失(△) △320 606 711 1,235 2,231 64 2,296

ド 
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