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         平成 21 年 6 月 2 日 
各   位 

会社名 ユニデン株式会社 
代表者名 代表取締役社長 前田 弘之 
コード番号 6815（東証第一部） 
問合せ先 管理本部 部長 中村 智雄 
電話番号 03-5543-2800 

 
 
 

（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 16 日に公表いたしました「平成 21 年 3 月期 決算短信」について、一部訂正がありました

ので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正個所には＿＿を付して表示しております。 
 

記 
 

 
訂正個所 
【１ページ】 
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） 
【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 75,570 37,926 50.2 643 75 
20年３月期 85,590 51,839 60.6 894 34  
(参考) 自己資本 21年３月期 37,926百万円 20年３月期 51,838百万円

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  
 

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 △5,860 12,106 5,703 17,553 
20年３月期 5,990 △3,789 △1,222 6,532 

 
【訂正後】 
(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 75,317 37,926 50.4 643 75 
20年３月期 85,590 51,839 60.6 894 34  
(参考) 自己資本 21年３月期 37,926百万円 20年３月期 51,838百万円

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  
 

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 △5,832 12,078 5,703 17,553 
20年３月期 5,990 △3,789 △1,222 6,532 
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【５ページ】 
【訂正前】 

(2) 財政状態に関する分析 
（資産） 
当連結会計年度末の流動資産は 51,216 百万円（前連結会計年度末比 8,702 百万円増）となりました。これ

は、主として長期預金の満期に伴う組み入れにより現金及び預金が 11,455 百万円増加したことによるものです。 
固定資産は 24,354百万円（同 18,722百万円減）となりました。これは、主として満期に伴い長期預金が 15,073

百万円減少したこと、中国工場の生産活動を大幅に縮小したことに伴う減損損失の認識等により有形固定資産

が 3,104 百万円減少したこと等によるものです。 
この結果、資産合計は 75,570 百万円（同 10,019 百万円減）となりました。 

（負債） 
当連結会計年度末の流動負債は 37,483 百万円（前連結会計年度末比 3,735 百万円増）となりました。これ

は、主として短期借入金が 6,440 百万円増加したこと、未払費用が 197 百万円減少したこと等によるものです。 
固定負債は 161 百万円（同 158 百万円増）となりました。これは、主として退職給付引当金が 157 百万円増

加したことによるものです。 
この結果、負債合計は 37,644 百万円（同 3,893 百万円増）となりました。 

（純資産） 
当連結会計年度末の純資産合計は 37,926 百万円（前連結会計年度末比 13,913 百万円減）となりました。こ

れは、主として利益剰余金が 11,656 百万円減少したこと、為替換算調整勘定が 2,425 百万円減少したこと等に

よるものです。 
（キャッシュ・フロー） 
当連結会計年度末の営業活動による資金の減少は 5,860 百万円（前連結会計年度末比 11,850 百万円減）、投

資活動による資金の増加は 12,106 百万円（同 15,895 百万円増）、財務活動の結果増加した資金は 5,703 百万

円（同 6,925 百万円増）となりました。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、17,553 百

万円（同 11,021 百万円増）となりました。 
 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年３月
期 

平成18年３月
期 

平成19年３月
期 

平成20年３月
期 

平成21年３月
期 

自己資本比率 75.1% 65.2% 64.9% 60.6% 50.2%

時価ベースの自己資本比率 150.5% 103.8% 52.9% 41.4% 13.4%
キャッシュ・フロー対有利子 
    負債比率 9.3% - 2,851.0% 317.2% -
インタレスト・カバレッジ・ 
    レシオ 19,384.4倍 - 5.3倍 31.0倍 -

 
 
【訂正後】 

(2) 財政状態に関する分析 
（資産） 
当連結会計年度末の流動資産は 50,963 百万円（前連結会計年度末比 8,449 百万円増）となりました。これ

は、主として長期預金の満期に伴う組み入れにより現金及び預金が 11,455 百万円増加したことによるものです。 
固定資産は 24,354百万円（同 18,722百万円減）となりました。これは、主として満期に伴い長期預金が 15,073

百万円減少したこと、中国工場の生産活動を大幅に縮小したことに伴う減損損失の認識等により有形固定資産

が 3,104 百万円減少したこと等によるものです。 
この結果、資産合計は 75,317 百万円（同 10,273 百万円減）となりました。 

（負債） 
当連結会計年度末の流動負債は 37,230 百万円（前連結会計年度末比 3,482 百万円増）となりました。これ

は、主として短期借入金が 6,440 百万円増加したこと、未払費用が 197 百万円減少したこと等によるものです。 
固定負債は 161 百万円（同 158 百万円増）となりました。これは、主として退職給付引当金が 157 百万円増

加したことによるものです。 
この結果、負債合計は 37,391 百万円（同 3,640 百万円増）となりました。 

（純資産） 
当連結会計年度末の純資産合計は 37,926 百万円（前連結会計年度末比 13,913 百万円減）となりました。こ

れは、主として利益剰余金が 11,657 百万円減少したこと、為替換算調整勘定が 2,425 百万円減少したこと等に

よるものです。 
（キャッシュ・フロー） 
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当連結会計年度末の営業活動による資金の減少は 5,832 百万円（前連結会計年度末比 11,822 百万円減）、投

資活動による資金の増加は 12,078 百万円（同 15,867 百万円増）、財務活動の結果増加した資金は 5,703 百万

円（同 6,925 百万円増）となりました。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、17,553 百

万円（同 11,021 百万円増）となりました。 
 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 平成17年３月
期 

平成18年３月
期 

平成19年３月
期 

平成20年３月
期 

平成21年３月
期 

自己資本比率 75.1% 65.2% 64.9% 60.6% 50.4%

時価ベースの自己資本比率 150.5% 103.8% 52.9% 41.4% 13.5%
キャッシュ・フロー対有利子 
    負債比率 9.3% - 2,851.0% 317.2% -
インタレスト・カバレッジ・ 
    レシオ 19,384.4倍 - 5.3倍 31.0倍 -

 
 
【８ページ】 

4.【連結財務諸表】 
【訂正前】 
 (1)【連結貸借対照表】     

    (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） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金  20,784 32,239 

  受取手形及び売掛金  8,550 7,093 

  たな卸資産  9,804 - 

  商品及び製品  - 4,078 

  仕掛品  - 1,413 

  原材料及び貯蔵品  - 4,344 

  繰延税金資産  998 645 

  その他  2,741 1,675 

  貸倒引当金  △363 △271 

  流動資産合計  42,514 51,216 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物  12,609 11,296 

    減価償却累計額  △6,337 △6,610 

     建物及び構築物（純額）  6,272 4,686 

   機械装置及び運搬具  8,180 6,610 

    減価償却累計額  △4,705 △3,861 

     機械装置及び運搬具（純額）  3,475 2,749 

   工具、器具及び備品  9,753 8,858 

    減価償却累計額  △7,576 △7,556 

    工具、器具及び備品（純額）  2,177 1,302 

   土地  9,291 9,235 

   建設仮勘定  161 300 

   有形固定資産合計  21,376 18,272 

  無形固定資産  496 516 

  投資その他の資産   

   投資有価証券  621 583 

   長期預金  19,429 4,355 

   その他  1,154 802 
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   貸倒引当金  - △174 

   投資その他の資産合計  21,204 5,566 

  固定資産合計  43,076 24,354 

 資産合計  85,590 75,570 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金  6,040 5,688 

  短期借入金  19,000 25,440 

  未払費用  3,110 2,913 

  未払法人税等  1,718 1,753 

  賞与引当金  619 342 

  役員賞与引当金  115 - 

  製品保証引当金  296 206 

  その他  2,850 1,141 

  流動負債合計  33,748 37,483 

 固定負債   

  退職給付引当金  2 159 

  その他  1 2 

  固定負債合計  3 161 

 負債合計  33,751 37,644 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金  35,999 35,999 

  資本剰余金  13,848 12,233 

  利益剰余金  21,077 9,420 

  自己株式  △9,069 △7,312 

  株主資本合計  61,855 50,340 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金  1 29 

  為替換算調整勘定  △10,018 △12,443 

  評価・換算差額等合計  △10,017 △12,414 

 少数株主持分  1 - 

 純資産合計  51,839 37,926 

負債純資産合計  85,590 75,570 

     

 
【訂正後】 
 (1)【連結貸借対照表】     

    (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） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金  20,784 32,239 

  受取手形及び売掛金  8,550 7,093 

  たな卸資産  9,804 - 

  商品及び製品  - 4,078 

  仕掛品  - 1,413 

  原材料及び貯蔵品  - 4,091 

  繰延税金資産  998 645 

  その他  2,741 1,675 

  貸倒引当金  △363 △271 

  流動資産合計  42,514 50,963 

 固定資産   

  有形固定資産   
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   建物及び構築物  12,609 11,296 

    減価償却累計額  △6,337 △6,610 

     建物及び構築物（純額）  6,272 4,686 

   機械装置及び運搬具  8,180 6,610 

    減価償却累計額  △4,705 △3,861 

     機械装置及び運搬具（純額）  3,475 2,749 

   工具、器具及び備品  9,753 8,858 

    減価償却累計額  △7,576 △7,556 

    工具、器具及び備品（純額）  2,177 1,302 

   土地  9,291 9,235 

   建設仮勘定  161 300 

   有形固定資産合計  21,376 18,272 

  無形固定資産  496 516 

  投資その他の資産   

   投資有価証券  621 583 

   長期預金  19,429 4,355 

   その他  1,154 802 

   貸倒引当金  - △174 

   投資その他の資産合計  21,204 5,566 

  固定資産合計  43,076 24,354 

 資産合計  85,590 75,317 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金  6,040 5,435 

  短期借入金  19,000 25,440 

  未払費用  3,110 2,913 

  未払法人税等  1,718 1,753 

  賞与引当金  619 342 

  役員賞与引当金  115 - 

  製品保証引当金  296 206 

  その他  2,850 1,141 

  流動負債合計  33,748 37,230 

 固定負債   

  退職給付引当金  2 159 

  その他  1 2 

  固定負債合計  3 161 

 負債合計  33,751 37,391 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金  35,999 35,999 

  資本剰余金  13,848 12,233 

  利益剰余金  21,077 9,420 

  自己株式  △9,069 △7,312 

  株主資本合計  61,855 50,340 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金  1 29 

  為替換算調整勘定  △10,018 △12,443 

  評価・換算差額等合計  △10,017 △12,414 

 少数株主持分  1 - 

 純資産合計  51,839 37,926 

負債純資産合計  85,590 75,317 

     

 
 
 
 



6 
 

 
【１１ページ】 
【訂正前】 
(3)【連結株主資本等変動計算書】     
      (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  

 資本金  

  前期末残高 35,999 35,999 

  当期変動額  

   当期変動額合計 - - 

  当期末残高 35,999 35,999 

 資本剰余金  

  前期末残高 13,848 13,848 

  当期変動額  

   自己株式の処分 - △ 1,615 

   当期変動額合計 - △ 1,615 

  当期末残高 13,848 12,233 

   資本準備金及び資本準備金減少差益  

    前期末残高 3,974 3,974 

    当期変動額  

     自己株式の処分 - △ 1,490 

     当期変動額合計 - △ 1,490 

    当期末残高 3,974 2,484 

   自己株式処分差益  

    前期末残高 △ 124 △ 124 

    当期変動額  

     自己株式の処分 - △ 124 

     当期変動額合計 - △ 124 

    当期末残高 △ 124 - 

 資本剰余金合計  

  前期末残高 13,848 13,848 

  当期変動額  

   自己株式の処分 - △ 1,615 

   当期変動額合計 - △ 1,615 

  当期末残高 13,848 12,233 

 利益剰余金  

  前期末残高 30,308 21,077 

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,740 △ 870 

   当期純損失（△） △7,491 △ 10,786 

   当期変動額合計 △9,231 △11,656 

  当期末残高 21,077 9,421 

 自己株式  

  前期末残高 △9,045 △9,069 

  当期変動額  

   自己株式の取得 △24 △31 

   自己株式の処分 - 1788 

   当期変動額合計 △24 1,757 

  当期末残高 △9,069 △7,312 

 株主資本合計  

  前期末残高 71,110 61,855 
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  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,740 △ 870 

   当期純損失（△） △7,491 △ 10,786 

   自己株式の取得 △24 △31 

   自己株式の処分 - 173 

   当期変動額合計 △9,255 △11,514 

  当期末残高 61,855 50,341 

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 15 1 

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 27 

   当期変動額合計 △14 27 

  当期末残高 1 28 

 為替換算調整勘定  

  前期末残高 △6,064 △10,018 

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,954 △2,425 

   当期変動額合計 △3,954 △2,425 

  当期末残高 △10,018 △12,443 

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 △6,049 △10,017 

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,968 △2,398 

   当期変動額合計 △3,968 △2,398 

  当期末残高 △10,017 △12,415 

少数株主持分  

 前期末残高 14 1 

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13 △1 

  当期変動額合計 △13 △1 

 当期末残高 1 - 

純資産合計  

 前期末残高 65,075 51,839 

 当期変動額  

  剰余金の配当 △1,740 △869 

  当期純損失（△） △7,491 △10,787 

  自己株式の取得 △24 △31 

  自己株式の処分 - 173 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,981 △2,399 

  当期変動額合計 △13,236 △13,913 

 当期末残高 51,839 37,926 
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【訂正後】 
(3)【連結株主資本等変動計算書】     
      (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 

 資本金 

  前期末残高 35,999 35,999

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 35,999 35,999

 資本剰余金 

  前期末残高 13,848 13,848

  当期変動額 

   自己株式の処分 - △ 1,615

   当期変動額合計 - △ 1,615

  当期末残高 13,848 12,233

 利益剰余金 

  前期末残高 30,308 21,077

  当期変動額 

   剰余金の配当 △1,740 △ 870

   当期純損失（△） △7,491 △ 10,787

   当期変動額合計 △9,231 △11,657

  当期末残高 21,077 9,420

 自己株式 

  前期末残高 △9,045 △9,069

  当期変動額 

   自己株式の取得 △24 △31

   自己株式の処分 - 1,788

   当期変動額合計 △24 1,757

  当期末残高 △9,069 △7,312

 株主資本合計 

  前期末残高 71,110 61,855

  当期変動額 

   剰余金の配当 △1,740 △ 870

   当期純損失（△） △7,491 △ 10,787

   自己株式の取得 △24 △31

   自己株式の処分 - 173

   当期変動額合計 △9,255 △11,515

  当期末残高 61,855 50,340

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 15 1

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 28

   当期変動額合計 △14 28

  当期末残高 1 29

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △6,064 △10,018

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,954 △2,425

   当期変動額合計 △3,954 △2,425
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  当期末残高 △10,018 △12,443

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △6,049 △10,017

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,968 △2,397

   当期変動額合計 △3,968 △2,397

  当期末残高 △10,017 △12,414

少数株主持分 

 前期末残高 14 1

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13 △1

  当期変動額合計 △13 △1

 当期末残高 1 -

純資産合計 

 前期末残高 65,075 51,839

 当期変動額 

  剰余金の配当 △1,740 △870

  当期純損失（△） △7,491 △10,787

  自己株式の取得 △24 △31

  自己株式の処分 - 173

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,981 △2,398

  当期変動額合計 △13,236 △13,913

 当期末残高 51,839 37,926

 
 
【１３ページ】 
【訂正前】 
(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】     

  (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損失（△は減少） △6,559 △9,894

 減価償却費 2,562 2,537

 減損損失 - 2,237

 貸倒引当金の増加額(△は減少) △340 △77

 受取利息及び受取配当金 △1,710 △1,246

 支払利息 191 222

 為替差損益（△は益） 4,383 △228

 固定資産除売却損益（△は益） 169 372

 投資有価証券売却損益（△は益） △380 -

 投資有価証券評価損益（△は益） 379 18

 売上債権の増減額（△は増加） 4,456 864

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,892 △573

 仕入債務の増減額（△は減少） △87 △254

 その他 90 △918

 小計 5,046 △6,940

 利息及び配当金の受取額 1,751 1,373

 利息の支払額 △194 △221

 法人税等の支払額 △613 △72

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,990 △5,860

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払出による収入 - 14,118

 有形固定資産の取得による支出 △4,292 △2,215

 有形固定資産の売却による収入 109 148

 無形固定資産の取得による支出 △5 -
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 投資有価証券の売却による収入 390 -

 その他 9 55

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,789 12,106

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増額（△は減少） - 6,440

 短期借入れによる収入 1,450 -

 短期借入金の返済による支出 △910 -

 自己株式の取得による支出 △24 △32

 自己株式の売却による収入 - 175

 配当金の支払額 △1,738 △880

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,222 5,703

現金及び現金同等物に係る換算差額 △699 △928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280 11,021

現金及び現金同等物の期首残高 6,252 6,532

現金及び現金同等物の期末残高  6,532  17,553

 
【訂正後】 
(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】     

  (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損失（△は減少） △6,559 △9,894

 減価償却費 2,562 2,537

 減損損失 - 2,237

 貸倒引当金の増加額(△は減少) △340 △77

 受取利息及び受取配当金 △1,710 △1,246

 支払利息 191 222

 為替差損益（△は益） 4,383 △228

 固定資産除売却損益（△は益） 169 372

 投資有価証券売却損益（△は益） △380 -

 投資有価証券評価損益（△は益） 379 18

 売上債権の増減額（△は増加） 4,456 864

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,892 △320

 仕入債務の増減額（△は減少） △87 △507

 その他 90 △890

 小計 5,046 △6,912

 利息及び配当金の受取額 1,751 1,373

 利息の支払額 △194 △221

 法人税等の支払額 △613 △72

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,990 △5,832

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払出による収入 - 14,118

 有形固定資産の取得による支出 △4,292 △2,192

 有形固定資産の売却による収入 109 155

 無形固定資産の取得による支出 △5 -

 投資有価証券の売却による収入 390 -

 その他 9 △3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,789 12,078

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増額（△は減少） - 6,440

 短期借入れによる収入 1,450 -

 短期借入金の返済による支出 △910 -

 自己株式の取得による支出 △24 △32

 自己株式の売却による収入 - 175

 配当金の支払額 △1,738 △880

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,222 5,703
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現金及び現金同等物に係る換算差額 △699 △928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280 11,021

現金及び現金同等物の期首残高 6,252 6,532

現金及び現金同等物の期末残高  6,532  17,553

 
【１５ページ】 
【訂正前】 

(7)【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】 
【会計処理の変更】 

1．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更  
 棚卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりましたが、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7 月 5 日）が適用されたことに伴い、

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）に

より算定しております。  
 これに伴う当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微でありま

す。 
 また、この会計方針の変更に合わせて、従来、営業外費用で処理しておりました、棚卸資産評価損について、

売上原価において処理することに変更しております。これにより営業損失が 408 百万円増加しました。  
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
 

【訂正後】 
(7)【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】 

【会計処理の変更】 

1.重要な資産の評価基準及び評価方法の変更  

棚卸資産については、従来、当社は主として移動平均法による低価法によっておりましたが、当連結会計年度

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9号 平成 18 年 7 月 5日）が適用されたことに伴

い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

により算定しております。  

 これに伴う当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微でありま

す。 
 
【１６ページ】 
【訂正前】 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】 
(連結損益計算書関係) 
減損損失 
友利電電子（深セン）有限公司における生産活動を大幅に縮小すること及び友利電電子（江西）有限公司にお

けるアダプター生産を停止すること等により、処分予定資産もしくは遊休資産に区分された資産について帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、減損損失 2,237 百万円を認識しております。 
 減損損失 2,237 百万円の内訳は、建物及び構築物 1,213 百万円、機械装置及び運搬具 695 百万円、工具、器

具及び備品 297 百万円、無形固定資産 32 百万円であります。  
【訂正後】 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】 
(連結損益計算書関係) 
減損損失 
友利電電子（深セン）有限公司における生産活動を停止する予定であること及び友利電電子（江西）有限公司

におけるアダプター生産を停止したこと等により、処分予定資産もしくは遊休資産に区分された資産について

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失 2,237 百万円を認識しております。 
 減損損失 2,237 百万円の内訳は、建物及び構築物 1,213 百万円、機械装置及び運搬具 695 百万円、工具、器

具及び備品 297 百万円、無形固定資産 32 百万円であります。 
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【１８ページ】 
【訂正前】 

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) 

 日本 
(百万円)

北米 
(百万円) 

東南アジア
(百万円)

オセアニア
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全
社(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益   

  売上高   
 (1) 外部顧客に 
   対する売上

高 
15,815 24,204 1,388 8,228 49,635 ― 49,635

 (2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

27,363 123 33,907 0 61,393 (61,393) ―

計 43,178 24,327 35,295 8,228 111,028 (61,393) 49,635

  営業費用 41,816 26,797 38,278 9,248 116,139 (61,502) 54,637
  営業利益又は 
  営業損失(△) 1,362 △2,470 △2,983 △1,020 △5,111 109 △5,002

Ⅱ 資産 53,013 32,741 19,751 7,202 112,707 (37,137) 75,570
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1) 北米……………………アメリカ 
(2) 東南アジア……………中国・ベトナム・フィリピン 
(3) オセアニア……………オーストラリア・ニュージーランド 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務
部門等管理部門に係る費用であり 620 百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(預金)、
長期投資資金(投資有価証券及び長期預金)及び管理部門に係る資産等であり 31,090 百万円であり
ます。 

５ 会計方針の変更 
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のとおり、当連結会計年度より、従
来、営業外費用で処理しておりました、棚卸資産評価損について、売上原価において処理すること
に変更しております。この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、「日本」
について営業利益は 95 百万円少なく計上され、「北米」について営業損失は 51 百万円多く計上さ
れ、「東南アジア」について営業損失は 262 百万円多く計上されております。 

 
【訂正後】 

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) 

 日本 
(百万円)

北米 
(百万円) 

東南アジア
(百万円)

オセアニア
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全
社(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益   

  売上高   
 (1) 外部顧客に 
   対する売上

高 
15,815 24,204 1,388 8,228 49,635 ― 49,635

 (2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

27,363 123 33,907 0 61,393 (61,393) ―

計 43,178 24,327 35,295 8,228 111,028 (61,393) 49,635

  営業費用 41,816 26,797 38,278 9,248 116,139 (61,502) 54,637
  営業利益又は 
  営業損失(△) 1,362 △2,470 △2,983 △1,020 △5,111 109 △5,002

Ⅱ 資産 53,013 32,741 19,498 7,202 112,454 (37,137) 75,317
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………………アメリカ 
(2) 東南アジア……………中国・ベトナム・フィリピン 
(3) オセアニア……………オーストラリア・ニュージーランド 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務
部門等管理部門に係る費用であり 620 百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(預金)、
長期投資資金(投資有価証券及び長期預金)及び管理部門に係る資産等であり 31,090 百万円であり
ます。 

 
【２４ページ】 
【訂正前】 
(3)【株主資本等変動計算書】     
      (単位：百万円)

   
前会計年度 

(自 平成 19 年 4月 1日 

 至 平成 20 年 3月 31 日) 
  

当会計年度 

(自 平成 20 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 35,999  35,999

  当期変動額  

   当期変動額合計 -  -

  当期末残高 35,999  35,999

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 9,750  9,750

   当期変動額  

    当期変動額合計 -  -

   当期末残高 9,750  9,750

  その他資本剰余金  

   前期末残高 4,098  4,098

   当期変動額  

    自己株式の処分 -  △1,615

    当期変動額合計 -  △1,615

   当期末残高 4,098  2,483

   資本金及び資本準備金減少差益  

    前期末残高 3,974  3,974

    当期変動額  

     自己株式の処分 -  △1,491

     当期変動額合計 -  △1,491

    当期末残高 3,974  2,483

   自己株式処分差益  

    前期末残高 △124  △124

    当期変動額  

     自己株式の処分 -  124

     当期変動額合計 -  124

    当期末残高 △124  -

 資本剰余金合計  

  前期末残高 13,848  13,848

  当期変動額  

   自己株式の処分 -  △1,615

   当期変動額合計 -  △1,615

  当期末残高 13,848  12,233

 利益剰余金  

  その他利益剰余金  
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   繰越利益剰余金  

    前期末残高 16,798  14,411

    当期変動額  

     剰余金の配当 △1,740  △870

     当期純損失(△) △647  △15,781

     当期変動額合計 △2,387  △16,651

    当期末残高 14,411  △2,240

 自己株式  

  前期末残高 △9,045  △9,069

  当期変動額  

   自己株式の取得 △24  △31

   自己株式の処分 -  1,788

   当期変動額合計 △24  1,757

  当期末残高 △9,069  △7,312

 株主資本合計  

  前期末残高 57,600  55,189

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,740  △870

   当期純損失(△) △647  △15,781

   自己株式の取得 △24  △31

   自己株式の処分 -  173

   当期変動額合計 △2,411  △16,509

  当期末残高 55,189  38,680

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 15  1

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14  △1

   当期変動額合計 △14  △1

  当期末残高 1  -

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 15  1

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14  △1

   当期変動額合計 △14  △1

  当期末残高 1  -

純資産合計  

 前期末残高 57,615  55,190

 当期変動額  

  剰余金の配当 △1,740  △870

  当期純利益 △647  △15,781

  自己株式の取得 △24  △31

  自己株式の処分 -  173

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14  △1

  当期変動額合計 △2,425  △16,510

 当期末残高 55,190  38,680
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【訂正後】 
(3)【株主資本等変動計算書】     
       (単位：百万円)

   
前会計年度 

(自 平成 19 年 4月 1日 

 至 平成 20 年 3月 31 日) 
  

当会計年度 

(自 平成 20 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 日) 

株主資本   

 資本金   

  前期末残高 35,999  35,999

  当期変動額   

   当期変動額合計 -   -

  当期末残高 35,999  35,999

 資本剰余金   

  資本準備金   

   前期末残高 9,750  9,750

   当期変動額   

    当期変動額合計 -  -

   当期末残高 9,750  9,750

  その他資本剰余金   

   資本金及び資本準備金減少差益   

    前期末残高 3,974  3,974

    当期変動額   

     自己株式の処分 -  △1,491

     当期変動額合計 -  △1,491

    当期末残高 3,974  2,483

   自己株式処分差益   

    前期末残高 124  124

    当期変動額   

     自己株式の処分 -  △124

     当期変動額合計 -  △124

    当期末残高 124  -

  資本剰余金合計   

   前期末残高 13,848  13,848

   当期変動額   

    自己株式の処分 -  △1,615

    当期変動額合計 -  △1,615

   当期末残高 13,848  12,233

 利益剰余金   

  その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金   

    前期末残高 16,798  14,411

    当期変動額   

     剰余金の配当 △1,740  △870

     当期純損失(△) △647  △15,781

     当期変動額合計 △2,387  △16,651

    当期末残高 14,411  △2,240

 自己株式   

  前期末残高 △9,045  △9,069

  当期変動額   

   自己株式の取得 △24  △31

   自己株式の処分 -  1,788

   当期変動額合計 △24  1,757

  当期末残高 △9,069  △7,312

 株主資本合計   

  前期末残高 57,600  55,189

  当期変動額   
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   剰余金の配当 △1,740  △870

   当期純損失(△) △647  △15,781

   自己株式の取得 △24  △31

   自己株式の処分 -  173

   当期変動額合計 △2,411  △16,509

  当期末残高 55,189  38,680

評価・換算差額等   

 その他有価証券評価差額金   

  前期末残高 15  1

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14  △1

   当期変動額合計 △14  △1

  当期末残高 1  -

純資産合計   

 前期末残高 57,615  55,190

 当期変動額   

  剰余金の配当 △1,740  △870

  当期純利益 △647  △15,781

  自己株式の取得 △24  △31

  自己株式の処分 -  173

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14  △1

  当期変動額合計 △2,425  △16,510

 当期末残高 55,190  38,680

 
 
 
 

以上 
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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 49,635 △19.0 △5,002 ― △2,549 ― △10,787 ―

20年3月期 61,276 △21.1 1,742 58.9 △4,952 ― △7,491 ―

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 △185.46 ― △24.0 △3.2 ―

20年3月期 △129.21 ― △12.8 △5.3 2.8

（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 75,317 37,926 50.4 643.75
20年3月期 85,590 51,839 60.6 894.34

（参考） 自己資本   21年3月期  37,926百万円 20年3月期  51,838百万円

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 △5,832 12,078 5,703 17,553
20年3月期 5,990 △3,789 △1,222 6,532

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00 1,739 ― 3.9
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

17,000 △42.1 100 ― 250 △88.2 100 733.3 1.70

通期 34,000 △31.5 600 ― 950 ― 600 ― 10.18



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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 63,139,649株 20年3月期 63,139,649株

② 期末自己株式数 21年3月期  4,224,843株 20年3月期  5,177,041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 43,178 △7.8 805 △81.1 2,066 ― △15,781 ―

20年3月期 46,844 △29.8 4,264 9.7 82 △97.3 △647 ―

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 △271.33 ―

20年3月期 △11.16 ―

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 67,560 38,680 57.3 656.55
20年3月期 81,060 55,190 68.1 952.17

（参考） 自己資本 21年3月期  38,680百万円 20年3月期  55,190百万円

※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予想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条件に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 




