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(財)財務会計基準機構会員   
 

                              
平成 21 年９月 24 日 

各  位 

会社名  株 式 会 社 三 ツ 知 

代表者名 代表取締役社長 村瀬 修 

(ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：３４３９) 

問合せ先 常務取締役管理部門統括 

 兼管理部長     山口廣昭 

(電 話  ０５２－７９８－１１２６) 

 

 

（訂正）「平成 21年６月期 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 21 年６月期 決算短信」の記載内容に一部訂正がありま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

【訂正箇所】 

 訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

１．25ページ 

(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】 
 （訂正前） 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

────────── （３）「リース取引に関する会計基準」の適用 
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 

  
  これにより、従来の方法に比べ、営業利益は 13,249 千

円増加、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

5,872 千円減少しております。 
 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。 
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 （訂正後） 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

────────── （３）「リース取引に関する会計基準」の適用 
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 

  
  これにより、従来の方法に比べ、営業利益は 12,527 千

円増加、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

6,687 千円減少しております。 
 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。 
 

２．34ページ 

(セグメント情報) 
 （訂正前） 

当連結会計年度(自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年６月 30 日) 
＜中 略＞ 

(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。 
＜中 略＞ 

５ 会計処理の変更 
＜中 略＞ 

 (2) （リース取引に関する会計基準） 
「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」（３）に記載の通り、当連結会計年

度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会

計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成 19 年３月 30 日改正））を当連結会計年度から適用しております。 
 これにより、従来の方法に比べ、営業利益が「日本」で 13,249 千円増加しております。 

 
（訂正後） 

当連結会計年度(自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年６月 30 日) 
＜中 略＞ 

(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。 
＜中 略＞ 

５ 会計処理の変更 
＜中 略＞ 

 (2) （リース取引に関する会計基準） 
「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」（３）に記載の通り、当連結会計年

度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会

計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成 19 年３月 30 日改正））を当連結会計年度から適用しております。 
 これにより、従来の方法に比べ、営業利益が「日本」で 12,527 千円増加しております。 
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３．37ページ 

(税効果会計関係) 
 （訂正前） 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
（繰延税金資産） 
①流動資産 △2,052千円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
（繰延税金資産） 
①流動資産  

  
②固定資産 
役員退職慰労引当金 47,344千円

貸倒引当金 14,172千円

固定資産の未実現損益 7,334千円

ゴルフ会員権評価損 3,183千円

投資有価証券評価損 4,481千円

退職給付引当金 3,594千円

その他 3,988千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △24,645千円

  合計 59,453千円

繰延税金資産合計 108,414千円

 
 

(繰延税金負債) 
①固定負債 

その他有価証券評価差額金 △5,107千円

前払年金費用 △16,081千円

特別償却準備金 △2,052千円

退職給与引当金 △1,404千円

その他 △616千円

繰延税金資産(固定)との相殺 24,645千円

  合計 △616千円

繰延税金負債合計 △616千円

差引：繰延税金資産の純額 107,798千円 

②固定資産 
役員退職慰労引当金 59,895千円

その他有価証券評価差額金 23,470千円

固定資産の未実現損益 5,088千円

退職給付引当金 5,065千円

減損損失 41,151千円

繰越欠損金 60,173千円

その他 24,849千円

  小計 219,693千円

評価性引当額 △97,417千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △30,632千円

  合計 91,642千円

繰延税金資産合計 120,294千円

(繰延税金負債) 
①流動負債 
未収事業税 △6,387千円

繰延税金資産(流動)との相殺 6,387千円

  合計  ─ 千円

②固定負債 
在外子会社差異 △25,068千円

前払年金費用 △14,599千円

特別償却準備金 △15,067千円

在外子会社における減価償却不足額 △13,730千円

退職給与引当金 △1,053千円

その他 △11,388千円

繰延税金資産(固定)との相殺 30,632千円

  合計 △36,545千円

繰延税金負債合計 △36,545千円

差引：繰延税金資産の純額 83,749千円 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 法定実効税率 40.55％

 （調整） 
  交際接待費 1.45％

  評価性引当額の増減 99.43％

  海外子会社税率差異等 19.92％

  その他 △1.42％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 159.92％
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 （訂正後） 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
（繰延税金資産） 
①流動資産 △2,052千円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
（繰延税金資産） 
①流動資産  

  
②固定資産 
役員退職慰労引当金 47,344千円

貸倒引当金 14,172千円

固定資産の未実現損益 7,334千円

ゴルフ会員権評価損 3,183千円

投資有価証券評価損 4,481千円

退職給付引当金 3,594千円

その他 3,988千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △24,645千円

  合計 59,453千円

繰延税金資産合計 108,414千円

 
 

(繰延税金負債) 
①固定負債 

その他有価証券評価差額金 △5,107千円

前払年金費用 △16,081千円

特別償却準備金 △2,052千円

退職給与引当金 △1,404千円

その他 △616千円

繰延税金資産(固定)との相殺 24,645千円

  合計 △616千円

繰延税金負債合計 △616千円

差引：繰延税金資産の純額 107,798千円 

②固定資産 
役員退職慰労引当金 59,895千円

貸倒引当金 11,376千円

その他有価証券評価差額金 23,470千円

固定資産の未実現損益 5,088千円

退職給付引当金 5,064千円

減損損失 42,510千円

繰越欠損金 60,173千円

その他 13,473千円

  小計 221,052千円

評価性引当額 △98,777千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △30,632千円

  合計 91,642千円

繰延税金資産合計 120,294千円

(繰延税金負債) 
①流動負債 
未収事業税 △6,387千円

繰延税金資産(流動)との相殺 6,387千円

  合計  ─ 千円

②固定負債 
在外子会社の留保利益 △25,068千円

前払年金費用 △14,599千円

特別償却準備金 △1,336千円

在外子会社における固定資産加速償却 △24,694千円

退職給与引当金 △1,053千円

その他 △425千円

繰延税金資産(固定)との相殺 30,632千円

  合計 △36,545千円

繰延税金負債合計 △36,545千円

差引：繰延税金資産の純額 83,749千円 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 法定実効税率 40.55％

 （調整） 
  交際費等永久に損金に算入されない項目 1.45％

  評価性引当額の増減 99.43％

  在外子会社税率差異等 19.92％

  その他 △1.43％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 159.92％
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４．44ページ 

(損益計算書関係) 
＜中略＞ 

（訂正前） 
(単位：千円)   

 前事業年度 当事業年度 

 (自 平成19年７月１日 (自 平成20年７月１日 

    至 平成20年６月30日）      至 平成21年６月30日） 

営業外収益   

受取利息  5,703 11,565 

受取配当金  73,530  96,254 

受取手数料  8,245 9,097 

受取賃貸料  22,731 22,174 

受取ロイヤリティー 43,577 32,858 

保険解約返戻金  2,918  49,457 

その他  15,675 27,587 

営業外収益合計  172,381 248,994 

営業外費用   

 支払利息 4,149 16,249 

 社債利息 1,985  3,720 

 社債発行費 5,057 7,328 

 支払手数料 10,125 11,751 

 為替差損 58,475 39,915 

 貸倒引当金繰入額 100 3,828 

 株式公開費用 25,283 － 

 株式交付費 4,781 － 

 その他 3,440 16,286 

 営業外費用合計  113,397  99,080 

経常利益 472,160  185,785 

特別利益    

投資有価証券売却益 －  845 

 特別利益合計 － 845 

特別損失   

 固定資産除却損 1,872 － 

 投資有価証券評価損 12,800 200 

 投資有価証券売却損 － 11 

 特別損失合計 14,672 211 

税引前当期純利益 457,488 186,418 

法人税、住民税及び事業税 156,380 46,926 

法人税等調整額 14,766 49,247 

法人税等 171,147 96,174 

当期純利益 286,341 90,244 
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（訂正後） 
(単位：千円)   

 前事業年度 当事業年度 

 (自 平成19年７月１日 (自 平成20年７月１日 

    至 平成20年６月30日）      至 平成21年６月30日） 

営業外収益   

受取利息  5,703 7,340 

受取配当金  73,530  96,254 

受取手数料  8,245 9,097 

受取賃貸料  22,731 22,174 

受取ロイヤリティー 43,577 32,858 

保険解約返戻金  2,918  49,457 

その他  15,675 31,812 

営業外収益合計  172,381 248,994 

営業外費用   

 支払利息 4,149 16,249 

 社債利息 1,985  3,720 

 社債発行費 5,057 7,328 

  賃貸費用  8,365 

 支払手数料 10,125 11,751 

 為替差損 58,475 39,915 

 貸倒引当金繰入額 100 3,828 

 株式公開費用 25,283 － 

 株式交付費 4,781 － 

 その他 3,440 7,920 

 営業外費用合計  113,397  99,080 

経常利益 472,160  185,785 

特別利益    

固定資産売却益 －  845 

 特別利益合計 － 845 

特別損失   

 固定資産除却損 1,872 － 

 投資有価証券評価損 12,800 200 

 投資有価証券売却損 － 11 

 特別損失合計 14,672 211 

税引前当期純利益 457,488 186,418 

法人税、住民税及び事業税 156,380 46,926 

法人税等調整額 14,766 49,247 

法人税等 171,147 96,174 

当期純利益 286,341 90,244 
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５．54ページ 

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】 
(貸借対照表関係) 
（訂正前） 

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

 関係会社に対する資産及び負債 
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 
売掛金 333,398千円

未収入金 226,145千円

支払手形 420,688千円

買掛金 400,631千円 

 関係会社に対する資産及び負債 
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 
売掛金 93,674千円

未収入金 111,342千円

支払手形 179,170千円

買掛金 244,201千円 
   担保に供している資産及び担保を付している債務 
 (1) 担保に供している資産 

建物 151,496千円 

土地 781,024千円 

  合計 932,520千円  

   担保に供している資産及び担保を付している債務 
 (1) 担保に供している資産 

建物 150,509千円 

土地 781,024千円 

  合計     千円  
    
 偶発債務 
   下記関係会社の金融機関からの借入金に対して、債 

 務保証を行っております。 

 偶発債務 
   下記関係会社の金融機関からの借入金に対して、債

務保証を行っております。 

  
   下記関係会社の輸入関税に係わる銀行保証額に対

して、債務保証を行っております。 
Thai Mitchi Corporation Ltd. 1,867千円 

   下記関係会社の輸入関税に係わる銀行保証額に対

して、債務保証を行っております。 
Thai Mitchi Corporation Ltd. 1千円 

    
  
 
（訂正後） 

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

 関係会社に対する資産及び負債 
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 
売掛金 333,398千円

未収入金 226,145千円

支払手形 420,688千円

買掛金 400,631千円 

 関係会社に対する資産及び負債 
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 
売掛金 93,674千円

未収入金 111,347千円

支払手形 179,170千円

買掛金 244,201千円 
   担保に供している資産及び担保を付している債務 
 (1) 担保に供している資産 

建物 151,496千円 

土地 781,024千円 

  合計 932,520千円  

   担保に供している資産及び担保を付している債務 
 (1) 担保に供している資産 

建物 150,509千円 

土地 781,024千円 

  合計 931,533千円  
    
 偶発債務 
   下記関係会社の金融機関からの借入金に対して、債

務保証を行っております。 

 偶発債務 
   下記関係会社の金融機関からの借入金に対して、債 

務保証を行っております。 

  
   下記関係会社の輸入関税に係わる銀行保証額に対

して、債務保証を行っております。 
Thai Mitchi Corporation Ltd. 1,867千円 

   下記関係会社の輸入関税に係わる銀行保証額に対

して、債務保証を行っております。 
Thai Mitchi Corporation Ltd. 1,914千円 
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６．55ページ 

(損益計算書関係) 
（訂正前） 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

   各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の

とおりであります。 
製品売上高 928,460千円

商品売上高 57,133千円

製品仕入高 2,827,897千円

商品仕入高 1,397千円

材料費 558,115千円

外注加工費 399,189千円

受取配当金 69,421千円

受取賃貸料 22,731千円

受取ロイヤリティー 43,577千円 

   各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の

とおりであります。 
製品売上高 443,576千円

商品売上高 34,390千円

製品仕入高 2,151,062千円

商品仕入高 15,234千円

材料費 395,285千円

外注加工費 225,915千円

受取配当金 93,305千円

受取賃貸料 22,174千円

受取ロイヤリティー 34,995千円 
  
  

 
（訂正後） 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

   各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の

とおりであります。 
製品売上高 928,460千円

商品売上高 57,133千円

製品仕入高 2,827,897千円

商品仕入高 1,397千円

材料費 558,115千円

外注加工費 399,189千円

受取配当金 69,421千円

受取賃貸料 22,731千円

受取ロイヤリティー 43,577千円 

   各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の

とおりであります。 
製品売上高 396,981千円

商品売上高 80,985千円

製品仕入高 2,103,864千円

商品仕入高 62,432千円

材料費 395,285千円

外注加工費 225,980千円

受取配当金 93,305千円

受取賃貸料 22,174千円

受取ロイヤリティー 32,858千円 
  
  

 


