
平成21年８月６日 

各位 

会社名 株式会社 小森コーポレーション 

代表者名 代表取締役会長兼社長 小森 善治 

（コード番号 6349 東証・大証第1 部） 

問合せ先 取締役管理本部長  近藤 真 

（TEL 03-5608-7826） 

 

(訂正・数値データ訂正あり）「平成22年３月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成21年７月31日に発表いたしました「平成22年３月期 第１四半期決算短信」の一部に誤りがありましたので、以下のとおり

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。 

 

（訂正箇所） １ページ 

訂正前 

１．平成22年３月期第１四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21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 ％

22年３月期第１四半期 14,235 △43.7 △2,570 － △2,192 － △2,649 －
21年３月期第１四半期 25,271 － 387 － 2,598 － 1,122 －

 

 
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

22年３月期第１四半期 △39 65 －
21年３月期第１四半期 16 59 －

 
(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

22年３月期第１四半期 178,721 140,928 78.9 2,108 90
21年３月期 180,875 143,814 79.5 2,152 08

（参考） 自己資本  22年３月期第１四半期 140,928百万円 21年３月期 143,814百万円 

 

訂正後 

１．平成22年３月期第１四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21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 ％

22年３月期第１四半期 14,235 △43.7 △2,570 － △2,192 － △2,794 －
21年３月期第１四半期 25,271 － 387 － 2,598 － 1,122 －

 

 
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

22年３月期第１四半期 △41 81 －
21年３月期第１四半期 16 59 －

 
(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

22年３月期第１四半期 178,773 140,783 78.7 2,106 74
21年３月期 180,875 143,814 79.5 2,152 08

（参考） 自己資本  22年３月期第１四半期 140,783百万円 21年３月期 143,814百万円 
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（訂正箇所） ４ページ 

訂正前 

【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 

（省略） 

四半期純損益については、前第１四半期が1,122百万円の純利益であったのに比べ、当第１四半期は2,649百万

円の純損失となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は前期末に比べ2,153百万円減少して178,721百万円、負債は732百万円増加して37,792百万円、純資産は

2,885百万円減少して140,928百万円となりました。 

（省略） 

（2）キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で444百万円減少し、889百万円の資金減少となりました。資

金増加の主な内訳は、売上債権の減少額5,546百万円、棚卸資産の減少額1,363百万円等であり、資金減少の主な内

訳は税金等調整前四半期純損失2,732百万円、仕入債務の減少額5,386百万円等であります。 

 

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 

（省略） 

四半期純損益については、前第１四半期が1,122百万円の純利益であったのに比べ、当第１四半期は2,794百万

円の純損失となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は前期末に比べ2,101百万円減少して178,773百万円、負債は928百万円増加して37,989百万円、純資産は

3,030百万円減少して140,783百万円となりました。 

（省略） 

（2）キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で444百万円減少し、889百万円の資金減少となりました。資

金増加の主な内訳は、売上債権の減少額5,546百万円、棚卸資産の減少額1,363百万円等であり、資金減少の主な内

訳は税金等調整前四半期純損失2,929百万円、仕入債務の減少額5,386百万円等であります。 
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（訂正箇所） ７～８ページ 

訂正前 

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21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21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  （省略）  

  その他 9,518  9,360

  貸倒引当金 △629  △604

  流動資産合計 116,357  121,807

  （省略）  

 資産合計 178,721  180,875

負債の部  

 流動負債  

  （省略）  

  その他の引当金 1,914  2,251

  その他 14,297  10,957

  流動負債合計 33,760  35,501

  （省略）  

 負債合計 37,792  37,060

純資産の部  

 株主資本  

  （省略）  

  利益剰余金 67,799  71,785

  自己株式 △2,445  △2,444

  株主資本合計 140,866  144,852

  （省略）  

 純資産合計 140,928  143,814

負債純資産合計 178,721  180,875
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訂正後 

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21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21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  （省略）  

  その他 9,570  9,360

  貸倒引当金 △629  △604

  流動資産合計 116,410  121,807

  （省略）  

 資産合計 178,773  180,875

負債の部  

 流動負債  

  （省略）  

  その他の引当金 2,110  2,251

  その他 14,297  10,957

  流動負債合計 33,956  35,501

  （省略）  

 負債合計 37,989  37,060

純資産の部  

 株主資本  

  （省略）  

  利益剰余金 67,655  71,785

  自己株式 △2,445  △2,444

  株主資本合計 140,722  144,852

  （省略）  

 純資産合計 140,783  143,814

負債純資産合計 178,773  180,875
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（訂正箇所） ９ページ 

訂正前 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

(単位:百万円) 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

 （省略）  

特別損失  

 （省略）  

 事業構造改善引当金繰入額  － 477

 （省略）  

 特別損失合計  57 541

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△） 

 2,544 △2,732

 （省略）  

四半期純利益又は四半期純損失（△）  1,122 △2,649

 

訂正後 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

(単位:百万円) 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

 （省略）  

特別損失  

 （省略）  

 事業構造改善引当金繰入額  － 674

 （省略）  

 特別損失合計  57 738

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△） 

 2,544 △2,929

 （省略）  

四半期純利益又は四半期純損失（△）  1,122 △2,794
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（訂正箇所） 10ページ 

訂正前 

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位:百万円) 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△） 

2,544 △2,732 

 （省略）  

 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 389 

 （省略）  

 営業活動によるキャッシュ・フロー △444 △889 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 （省略）  

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △190 △555 

 有形及び無形固定資産の売却による収入 16 6 

 （省略）  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 143 △568 

 （省略）  

 

訂正後 

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位:百万円) 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△） 

2,544 △2,929 

 （省略）  

 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 586 

 （省略）  

 営業活動によるキャッシュ・フロー △444 △889 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 （省略）  

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △186 △555 

 有形及び無形固定資産の売却による収入 12 6 

 （省略）  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 143 △568 

 （省略）  

 

以上 
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平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 小森コーポレーション 上場取引所 東 大 

コード番号 6349 URL http://www.komori.com
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 小森 善治

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 近藤 真 TEL 03-5608-7826
四半期報告書提出予定日 平成21年8月7日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第1四半期 14,235 △43.7 △2,570 ― △2,192 ― △2,794 ―

21年3月期第1四半期 25,271 ― 387 ― 2,598 ― 1,122 ―

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

22年3月期第1四半期 △41.81 ―

21年3月期第1四半期 16.59 ―

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

22年3月期第1四半期 178,773 140,783 78.7 2,106.74
21年3月期 180,875 143,814 79.5 2,152.08

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  140,783百万円 21年3月期  143,814百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

37,000 △39.9 △3,400 ― △4,000 ― △4,000 ― △59.86

通期 81,000 △27.3 △4,300 ― △4,800 ― △5,000 ― △74.82



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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見通し等の将来に関する予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した見通しであります。実際の業績は、経済情
勢、市場の動向、為替の変動等様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 なお、連結業績予想に関する定性的情報は、５ページの【定性的情報・財務諸表等】３. 連結業績予想に関する定性的情報等をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 68,292,340株 21年3月期  68,292,340株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,466,867株 21年3月期  1,466,684株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 66,825,571株 21年3月期第1四半期 67,627,358株



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,850 31,967

受取手形及び売掛金 27,997 33,725

有価証券 1,959 1,338

商品及び製品 29,012 30,162

仕掛品 8,110 8,345

原材料及び貯蔵品 7,537 7,511

その他 9,570 9,360

貸倒引当金 △629 △604

流動資産合計 116,410 121,807

固定資産   

有形固定資産 38,593 35,908

無形固定資産 1,344 1,254

投資その他の資産 22,424 21,904

固定資産合計 62,363 59,067

資産合計 178,773 180,875

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,281 15,779

短期借入金 5,222 3,822

未払法人税等 215 429

債務保証損失引当金 1,829 2,261

その他の引当金 2,110 2,251

その他 14,297 10,957

流動負債合計 33,956 35,501

固定負債   

長期借入金 1,925 －

引当金 845 822

その他 1,261 736

固定負債合計 4,032 1,559

負債合計 37,989 37,060



(単位：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 37,714 37,714

資本剰余金 37,797 37,797

利益剰余金 67,655 71,785

自己株式 △2,445 △2,444

株主資本合計 140,722 144,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,222 199

為替換算調整勘定 △1,160 △1,238

評価・換算差額等合計 61 △1,038

純資産合計 140,783 143,814

負債純資産合計 178,773 180,875



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 25,271 14,235

売上原価 16,226 11,224

割賦販売未実現利益戻入額 15 15

割賦販売未実現利益繰入額 － 33

売上総利益 9,060 2,992

販売費及び一般管理費 8,673 5,562

営業利益又は営業損失（△） 387 △2,570

営業外収益   

受取利息 85 15

受取配当金 140 93

為替差益 1,986 249

その他 123 252

営業外収益合計 2,336 611

営業外費用   

支払利息 11 42

訴訟和解金 － 116

手形売却損 42 19

通貨スワップ損失 35 33

その他 34 20

営業外費用合計 124 233

経常利益又は経常損失（△） 2,598 △2,192

特別利益   

固定資産売却益 4 1

特別利益合計 4 1

特別損失   

固定資産売却損 － 6

固定資産除却損 9 0

投資有価証券評価損 48 32

事業構造改善引当金繰入額 － 674

事業構造改善費用 － 24

特別損失合計 57 738

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,544 △2,929

法人税、住民税及び事業税 2,710 104

法人税等調整額 △1,288 △239

法人税等合計 1,422 △135

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,122 △2,794



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

2,544 △2,929

減価償却費 709 603

貸倒引当金の増減額（△は減少） 82 58

賞与引当金の増減額（△は減少） △777 △584

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9 40

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45 10

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 586

受取利息及び受取配当金 △225 △109

支払利息 11 42

為替差損益（△は益） △2,248 △71

投資有価証券売却損益（△は益） △1 5

売上債権の増減額（△は増加） 10,964 5,546

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,984 1,363

仕入債務の増減額（△は減少） 272 △5,386

その他 259 100

小計 2,551 △724

利息及び配当金の受取額 232 110

利息の支払額 △11 △47

法人税等の支払額 △3,216 △228

営業活動によるキャッシュ・フロー △444 △889

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △204 △331

定期預金の払戻による収入 265 284

有形及び無形固定資産の取得による支出 △186 △555

有形及び無形固定資産の売却による収入 12 6

有価証券の償還による収入 300 3

投資有価証券の取得による支出 △114 △4

投資有価証券の売却による収入 17 14

貸付金の回収による収入 24 23

その他の支出 △127 △139

その他の収入 156 128

投資活動によるキャッシュ・フロー 143 △568



(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 517 1,189

長期借入れによる収入 － 1,942

長期借入金の返済による支出 △122 △0

リース債務の返済による支出 △61 △59

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △1,352 △1,336

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,019 1,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 786 169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △534 447

現金及び現金同等物の期首残高 42,100 31,897

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,565 32,344


