
 
平成 21 年６月 18 日 

各         位 

会社名 菊 池 プ レ ス 工 業 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長兼ＣＥＯ  菊 池 俊 嗣

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：５９７０）

問合せ先 

役職・氏名
取締役兼常務執行役員兼ＣＦＯ 中 島 達 昭

電話 042-552-1610（代表） 

 

（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４月 28 日付で発表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」において一部誤りがあ

りましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、数値データについては、訂正ございません。 

 

記 
 
訂正箇所（下線部分） 

 

＜４ページ＞ 

   １．経営成績 

(2) 財政状態に関する分析 

【訂正前】 
① 当連結会計年度末における資産及び負債の状況 

当連結会計年度末における資産につきましては、新型車に係る受注部品生産のための車種投資に加え、国内にお

ける生産体質改革に向けた埼玉工場の建設投資、中国における生産能力増強に向けた設備投資などにより、有形固

定資産を中心として資産の部が前連結会計年度末に比べ408 百万円増加しております。また、生産の減少に伴い買掛

金が減少しましたが、国内における埼玉工場の新設等、設備投資に充当するため資金調達をいたしました結果、負

債の部が前連結会計年度に比べ 199 百万円増加しております。 

② 当連結会計期間におけるキャッシュ・フロー 

＜略＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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（％） 35.1 34.0 32.5 29.3

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
45.3 38.7 20.2 9.9

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率（％） 
5.0 3.0 2.2 2.9

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
12.5 14.0 17.1 14.9
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【訂正後】 
① 当連結会計年度末における資産及び負債の状況 

当連結会計年度末における資産につきましては、新型車に係る受注部品生産のための車種投資に加え、国内におけ

る生産体質改革に向けた埼玉工場の建設投資、中国における生産能力増強に向けた設備投資などにより、有形固定

資産が 408 百万円増加しましたものの、受取手形及び売掛金 1,552 百万円の減少、中国における金型設備の販売等

によるたな卸資産の 1,932 百万円の減少などにより、資産の部は前連結会計年度末に比べ 2,770 百万円減少してお

ります。また、生産の減少に伴い買掛金が減少しましたが、国内における埼玉工場の新設等、設備投資に充当する

ため資金調達をいたしました結果、負債の部が前連結会計年度に比べ 199 百万円増加しております。 

② 当連結会計期間におけるキャッシュ・フロー 

＜略＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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（％） 35.1 34.0 32.5 29.3

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
45.3 38.7 20.2 9.9

債務償還年数（年） 5.0 3.0 2.2 2.9

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
12.5 14.0 17.1 14.9

 



 

＜11 ページ＞ 

４．連結財務諸表 

(2) 連結損益計算書 

【訂正前】 

 

＜略＞ 

 

 

【訂正後】 

   ４．連結財務諸表 

(2) 連結損益計算書  

 

＜略＞ 

 

 

 

＜12、13 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】 【訂正後】 
株主資本 株主資本 

   自己株式    自己株式 

    当期変動額     当期変動額 

     自己株式の処分      自己株式の取得 

＜略＞ ＜略＞ 

  株主資本合計    株主資本合計 

    当期変動額     当期変動額 

     自己株式の処分      自己株式の取得 

＜略＞ ＜略＞ 

純資産合計 純資産合計 

   当期変動額    当期変動額 

    自己株式の処分     自己株式の取得 

 

※勘定科目名のみの訂正であり、数値に訂正はございません。 
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＜15 ページ＞ 

   ４．連結財務諸表 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

【訂正前】 

項目 

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) 

１．連結の範囲に関する事項 ＜略＞ 

 (2) 非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

なお、キクチ・ユーケー・リミテッドは、

当連結会計年度において解散いたしまし

た。 

＜略＞ 

 (2) 非連結子会社の名称等 

キクチ・ユーエスエー・インコーポレー

テッド 

（連結の範囲から除いた理由） 

キクチ・ユーエスエー・インコーポレー

テッドは総資産及び売上高並びに当期純

利益及び利益剰余金（持分に見合う額）

等はいずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項  ＜略＞ 

(2) 持分法適用会社のうち、ジェファーソ

ン・インダストリーズ・コーポレーショ

ン及びグローバルオートパーツアライア

ンスインディアプライベートリミテッド

の決算日は連結決算日と一致しておりま

す。また、ブカンアイパックキシャハイ

ゲンユウゲンコンスの決算日は 12 月 31

日であるため、同日現在の財務諸表を使

用しており、連結決算日との間に発生し

た重要な取引については連結決算上必要

な調整を行っております。 

＜略＞ 

 (2)      同左 

 

【訂正後】 

項目 

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) 

１．連結の範囲に関する事項 ＜略＞ 

 (2) 非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

なお、キクチ・ユーケー・リミテッドは、

当連結会計年度において解散いたしまし

た。 

＜略＞ 

 (2) 非連結子会社の名称等 

キクチ・ユーエスエー・インコーポレー

テッド 

（連結の範囲から除いた理由） 

キクチ・ユーエスエー・インコーポレー

テッドは総資産及び売上高並びに当期純

利益及び利益剰余金（持分に見合う額）

等はいずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の適用から

除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項  ＜略＞ 

(2)       ― 

 

 

 

 

 

 

(3) 持分法適用会社のうち、ジェファーソ

ン・インダストリーズ・コーポレーショ

ン及びグローバルオートパーツアライア

ンスインディアプライベートリミテッド

の決算日は連結決算日と一致しておりま

す。また、ブカンアイパックキシャハイ

ゲンユウゲンコンスの決算日は 12 月 31

日であるため、同日現在の財務諸表を使

用しており、連結決算日との間に発生し

た重要な取引については連結決算上必要

な調整を行っております。 

＜略＞ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

キクチ・ユーエスエー・インコーポレテ

ッドは当期純利益及び利益剰余金（持分

に見合う額）等はいずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため持

分法の適用から除外しております。 

 

(3)      同左 
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＜23 ページ＞ 

   ４．連結財務諸表 

(6) 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 

【訂正前】 
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) 

―――――― （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成

18 年５月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ 224,311 千円、

税金等調整前当期純利益は160,802千円増加しております。 

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】 
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) 

―――――― （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成

18 年５月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。 

これにより、連結貸借対照表については利益剰余金が 145,579

千円増加し、当連結会計年度の営業利益、経常利益はそれぞれ

224,311 千円、税金等調整前当期純利益は237,506千円増加して

おります。 

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。 

 

 

＜25 ページ＞ 

   ４．連結財務諸表 

(8) 連結財務諸表作成に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

【訂正前】 
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．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式)          4,198,210 千円

※１．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式)          3,619,928 千円

 

【訂正後】 
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．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式)          4,198,210 千円

※１．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式)          3,729,828 千円
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＜30 ページ＞ 

   ４．連結財務諸表 

(8) 連結財務諸表作成に関する注記事項 

(セグメント情報) 

【訂正前】 
b. 所在地別セグメント情報 

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 

(千円) 

北米地域 

(千円) 

アジア地域

(千円) 

中南米地域

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ．売上高及び営業利益        

  売上高        

 (1) 外部顧客に 

対する売上高 
31,562,201 6,211,186 20,486,868 7,662,338 65,922,595 ― 65,922,595

(2) セグメント間の 

内部売上高 
3,917,548 ― 1,073 ― 3,918,622 (3,918,622) ―

計 35,479,750 6,211,186 20,487,941 7,662,338 69,841,217 (3,918,622) 65,922,595

営業費用 34,190,537 5,704,844 18,275,376 7,142,776 65,313,535 (3,651,345) 61,662,189

  営業利益 1,289,212 506,341 2,212,565 519,561 4,527,682 (267,276) 4,260,405

Ⅱ．資産 42,056,214 4,393,667 16,680,312 3,608,970 66,739,165 (7,305,805) 59,433,360

(注)       ＜略＞ 

 

【訂正後】 
b. 所在地別セグメント情報 

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 

(千円) 

北米地域 

(千円) 

アジア地域

(千円) 

中南米地域

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ．売上高及び営業利益        

  売上高        

 (1) 外部顧客に 

対する売上高 
31,562,201 6,211,186 20,486,868 7,662,338 65,922,595 ― 65,922,595

(2) セグメント間の 

内部売上高 
3,917,548 ― 1,073 ― 3,918,622 (3,918,622) ―

計 35,479,750 6,211,186 20,487,941 7,662,338 69,841,217 (3,918,622) 65,922,595

営業費用 34,190,537 5,704,844 18,275,376 7,142,776 65,313,535 (3,651,345) 61,662,189

  営業利益 1,289,212 506,341 2,212,565 519,561 4,527,682 (267,276) 4,260,405

Ⅱ．資産 42,056,214 4,393,667 16,704,459 3,608,970 66,763,312 (7,305,805) 59,457,506

(注)       ＜略＞ 

 

＜31 ページ＞ 

   ４．連結財務諸表 

(8) 連結財務諸表作成に関する注記事項 

(セグメント情報) 

【訂正前】 
c. 海外売上高 

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＞ 

(注)４．会計処理の方法の変更 

(在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更) 

在外連結子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の直物為替相場により換算しておりましたが、当連結会計

期間より、期中平均為替相場により換算する方法に変更しております。この変更は、在外連結子会社の重要性が増してきた

ため、短期的な為替相場変動の影響を排除し期間損益をより適正に表示するために行ったものであります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の海外売上高は、「北米地域」で 757,827 千円、「アジア地

域」で2,520,245 千円、「中南米地域」で1,186,184 千円増加しております。 

 

【訂正後】 
c. 海外売上高 

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＞ 

(注)４．会計処理の方法の変更 

(在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更) 

在外連結子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の直物為替相場により換算しておりましたが、当連結会計

期間より、期中平均為替相場により換算する方法に変更しております。この変更は、在外連結子会社の重要性が増してきた

ため、短期的な為替相場変動の影響を排除し期間損益をより適正に表示するために行ったものであります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の海外売上高は、「北米地域」で 757,827 千円、「アジア地

域」で2,186,184 千円、「中南米地域」で2,520,245 千円増加しております。 
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＜44 ページ＞ 

   ５．個別財務諸表 

(3) 株主資本等変動計算書 

 

【訂正前】 【訂正後】 
株主資本 株主資本 

   自己株式    自己株式 

    当期変動額     当期変動額 

     自己株式の処分      自己株式の取得 

＜略＞ ＜略＞ 

  株主資本合計    株主資本合計 

    当期変動額     当期変動額 

     自己株式の処分      自己株式の取得 

＜略＞ ＜略＞ 

純資産合計 純資産合計 

   当期変動額    当期変動額 

    自己株式の処分     自己株式の取得 

 

※勘定科目名のみの訂正であり、数値に訂正はございません。 
 

 

以上 




