
 

 

平成21年6月18日 

各 位 

会 社 名 株式会社帝国電機製作所 

代表社名 代表取締役社長 宮 地 國 雄 

（コード番号：６３３３ 東証１、大証１） 

問合せ先 取締役総務本部長 尾 上喜一 郎 

（ＴＥＬ：０７９１－７５－４１６０） 

 

（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18日に発表いたしました「平成21年３月期 決算短信」の記載内容について、一部誤りが

ございましたので、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表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

「平成21年３月期 決算短信」 

 

４．連結財務諸表 

（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 
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５．個別財務諸表 

（税効果会計関係） 
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

（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） 

項目 ポンプ事業

（千円） 

電子部品事

業（千円）

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円） 

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 13,502,565 2,255,456 469,771 16,227,792 － 16,227,792

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － －

計 13,502,565 2,255,456 469,771 16,227,792 － 16,227,792

営業費用 11,731,184 2,202,176 468,009 14,401,370 (－) 14,401,370

営業利益 1,771,380 53,279 1,761 1,826,422 (－) 1,826,422

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出 

  

資産 14,390,018 1,653,825 576,481 16,620,325 1,035,385 17,655,710

減価償却費 349,675 102,064 20,904 472,644 19,142 491,786

減損損失 126,788 － － 126,788 － 126,788

資本的支出 1,925,550 676,850 479,356 3,081,757 － 3,081,757

（中略） 

 

（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） 

項目 ポンプ事業

（千円） 

電子部品事

業（千円）

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円） 

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 13,502,565 2,255,456 469,771 16,227,792 － 16,227,792

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － －

計 13,502,565 2,255,456 469,771 16,227,792 － 16,227,792

営業費用 11,731,184 2,202,176 468,009 14,401,370 (－) 14,401,370

営業利益 1,771,380 53,279 1,761 1,826,422 (－) 1,826,422

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出 

  

資産 14,390,018 1,653,825 576,481 16,620,325 1,035,385 17,655,710

減価償却費 349,675 102,064 20,904 472,644 19,142 491,786

減損損失 126,788 － － 126,788 － 126,788

資本的支出 1,077,827 676,850 149,231 1,903,909 － 1,903,909

（中略） 
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（税効果会計関係） 

（訂正前） 
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） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別内訳 

 （単位：千円）  （単位：千円）

（中略） （中略） 

＜固定＞ ＜固定＞ 

繰延税金資産 繰延税金資産 

退職給付引当金 218,564 退職給付引当金 230,706

役員退職慰労引当金 23,790 役員退職慰労引当金 31,220

貸倒引当金 12,829 貸倒引当金 12,829

長期未払費用 20,950 長期未払費用 59,279

ゴルフ会員権 13,195 ゴルフ会員権 13,195

その他 17,635 関係会社株式評価損 17,864

繰延税金資産小計 306,964 減損損失 53,068

評価性引当額 △5,403 その他有価証券評価差額金 38,741

繰延税金資産合計 301,561 その他 20,384

繰延税金負債 繰延税金資産小計 477,289

固定資産圧縮積立金 △138,946 評価性引当額 △74,743

その他有価証券評価差額金 △99,039 繰延税金資産合計 402,546

繰延税金負債計 △237,985 繰延税金負債 

繰延税金資産の純額 63,575 固定資産圧縮積立金 △135,548

（中略） 繰延税金負債計 △135,548

  繰延税金資産の純額 266,998

  （中略） 
    

 

（訂正後） 

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） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別内訳 

 （単位：千円）  （単位：千円）

（中略） （中略） 

＜固定＞ ＜固定＞ 

繰延税金資産 繰延税金資産 

退職給付引当金 218,564 退職給付引当金 230,706

役員退職慰労引当金 23,790 役員退職慰労引当金 31,220

貸倒引当金 12,829 貸倒引当金 29,073

長期未払費用 20,950 長期未払費用 59,279

ゴルフ会員権 13,195 ゴルフ会員権 13,195

その他 17,635 関係会社株式評価損 21,923

繰延税金資産小計 306,964 減損損失 53,068

評価性引当額 △5,403 その他有価証券評価差額金 38,741

繰延税金資産合計 301,561 その他 22,414

繰延税金負債 繰延税金資産小計 499,623

固定資産圧縮積立金 △138,946 評価性引当額 △97,077

その他有価証券評価差額金 △99,039 繰延税金資産合計 402,546

繰延税金負債計 △237,985 繰延税金負債 

繰延税金資産の純額 63,575 固定資産圧縮積立金 △135,548

（中略） 繰延税金負債計 △135,548

  繰延税金資産の純額 266,998

  （中略） 
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