
平成 21 年 10 月 14 日 

各 位 
会 社 名 日創プロニティ株式会社 

代 表 者 代表取締役社長 石 田  利 幸 
本 社
所 在 地 福岡県福岡市南区向野一丁目 15 番 29 号 

コード番号 ( ３４４０ Q－Board) 

問合せ先
取締役経営企画室長 西 川 新 二 
TEL092－552－3749 

 
(訂正・数値データ修正あり）「平成 21 年 8 月期 第 3 四半期決算短信」の一部訂正について 

 
 当社は、平成 21 年 7 月 3 日に開示いたしました「平成 21 年 8 月期 第 3 四半期決算短信」の記載

事項について一部訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。訂正箇所は下線にて表示

いたしております。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも提出してお

ります。 

 なお、平成 21 年 7 月 14 日に提出いたしました第 26 期第３四半期（自平成 21 年３月 1 日至平成 21

年５月 31 日)四半期報告書につきましても本日付で訂正報告書を福岡財務支局へ提出いたしましたの

でお知らせいたします。 

記 
【訂正の事項】 
サマリー情報 
 １．平成 21 年８月期第３四半期の業績（平成 20 年 9 月 1日～平成 21 年 5 月 31 日） 

  （1）経営成績（累計）  

  （2）財政状態 

定性的情報・財務諸表等 

 １．経営成績に関する定性的情報 

 ２．財務状態に関する定性的情報 

 ５．四半期財務諸表 

  （1）四半期貸借対照表 

  （2）四半期損益計算書 

  （3）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 ６．その他の情報 

  （1）生産実績 
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【訂正の内容】1ページ 
（百万円未満切捨て） 

１.  平成 21 年 8 月期第 3四半期の業績（平成 20年 9月 1日～平成 21 年 5月 31 日） 

（訂正前） 
(1) 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 

 

21 年 8 月期第 3四半期 

20 年 8 月期第 3四半期 

百万円 

1,689 

1,384 

％

― 

△26.4

百万円

28

△87

％

― 

― 

百万円

20

△74

％ 

― 

― 

百万円 

10 

△48 

％

― 

― 

 
 

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 

 

21 年 8 月期第 3四半期 

20 年 8 月期第 3四半期 

円 銭

1,279.81

△5,812.22

円 銭

― 

― 

 

(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産

 

21 年 8 月期第 3四半期 

20 年 8 月期 

百万円

2,961

3,005

百万円

855

854

％ 

28.9 

28.4 

円 銭

102,475.16

101,772.69

（参考） 自己資本   21 年 8 月期第 3四半期  855 百万円 20 年 8 月期  854 百万円 

 

（訂正後） 

(1) 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 

 

21 年 8 月期第 3四半期 

20 年 8 月期第 3四半期 

百万円 

1,689 

1,384 

％

― 

△26.4

百万円

  15

△87

％

― 

― 

百万円

6

△74

％ 

― 

― 

百万円

3

△48

％

― 

― 

 
 

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 

 

21 年 8 月期第 3四半期 

20 年 8 月期第 3四半期 

円 銭

430.81

△5,812.22

円 銭

― 

― 

 

(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産

 

21 年 8 月期第 3四半期 

20 年 8 月期 

百万円

2,947

3,005

百万円

848

854

％ 

28.8 

28.4 

円 銭

101,624.33

101,772.69

（参考） 自己資本   21 年 8 月期第 3四半期  848 百万円 20 年 8 月期  854 百万円 
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【訂正の内容】3ページ 
定性的情報・財務諸表等 

（訂正前） 
 １．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱やそれに連鎖した国内経済の悪化が顕著

であり、企業の設備投資の減退、雇用不安及び個人消費の極度の冷え込みが見られました。期間の後半には、景気

悪化のテンポは緩やかになったとの経済報告もありましたが、当社が属する業界におきましては底打ち感が希薄で

あり、いまだ景気下振れの懸念はぬぐえない状況であります。 

 このような状況の中、当社は「シャープ堺工場」向けとして国土交通省認定不燃パネルをはじめ、ＪＲ大阪駅再

開発向け外装パネル、また、国内・海外の競馬場向け大型映像装置用筐体外装板など「オーダー加工品」の受注に

注力するのはもとより、当社のオリジナル製品である企画品（波板・折板、屋根壁材など）の販売に営業力を傾注

いたしました。 

 また、環境関連業界向けとして風力発電用加工製品及び太陽光発電用架台、中国・広州の自動車工場向け塗装ブ

ースなど販売領域の拡大を図り、これまでの販売先と異なる領域への受注活動を拡げ、業種の景況に左右されない

体制の構築を進めてまいりました。 

 生産設備に関しましては、精密板金加工分野の強化を図るため、平成 20 年 11 月にレーザー加工とパンチング加

工を同時に行うことができる複合機を導入し、品質および生産効率の向上を図ってまいりました。また、パネル加

工部門の能力増強のため複合板加工機を導入し、新たな素材加工の分野にも取り組んできました。 

 結果といたしまして、売上高 1,689,002 千円、営業利益 28,989 千円、経常利益 20,396 千円、四半期純利益 10,706

千円となりました。 

 製品区分別売上高では、「オーダー加工品」が「シャープ堺工場」向けパネル等の大型物件の納入が順調に進み

1,139,779 千円、「企画品」が 430,021 千円、「その他」が 119,201 千円となりました。  

 

 ２．財務状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の総資産額は 2,961,199 千円となり、前事業年度末と比較して 44,199 千円減少いたしま

した。これは受取手形及び売掛金の減少 133,283 千円及び、固定資産の減価償却が主な要因となります。 

 負債総額は 2,105,736 千円となり、前事業年度末と比較して 44,771 千円減少いたしました。これは買掛金の減少

や役員２名の退職に伴う長期未払金の減少によるものであります。 

 純資産額は 855,462 千円となり、前事業年度末と比較して 572 千円増加いたしました。これは四半期純利益 10,706

千円による利益剰余金の増加が主な要因となります。 

 

（訂正後） 
 １．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱やそれに連鎖した国内経済の悪化が顕著

であり、企業の設備投資の減退、雇用不安及び個人消費の極度の冷え込みが見られました。期間の後半には、景気

悪化のテンポは緩やかになったとの経済報告もありましたが、当社が属する業界におきましては底打ち感が希薄で

あり、いまだ景気下振れの懸念はぬぐえない状況であります。 

 このような状況の中、当社は「シャープ堺工場」向けとして国土交通省認定不燃パネルをはじめ、ＪＲ大阪駅再

開発向け外装パネル、また、国内・海外の競馬場向け大型映像装置用筐体外装板など「オーダー加工品」の受注に

注力するのはもとより、当社のオリジナル製品である企画品（波板・折板、屋根壁材など）の販売に営業力を傾注

いたしました。 

 また、環境関連業界向けとして風力発電用加工製品及び太陽光発電用架台、中国・広州の自動車工場向け塗装ブ

ースなど販売領域の拡大を図り、これまでの販売先と異なる領域への受注活動を拡げ、業種の景況に左右されない

体制の構築を進めてまいりました。 

 生産設備に関しましては、精密板金加工分野の強化を図るため、平成 20 年 11 月にレーザー加工とパンチング加

工を同時に行うことができる複合機を導入し、品質および生産効率の向上を図ってまいりました。また、パネル加

工部門の能力増強のため複合板加工機を導入し、新たな素材加工の分野にも取り組んできました。 
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 結果といたしまして、売上高 1,689,002 千円、営業利益 15,529 千円、経常利益 6,936 千円、四半期純利益 3,604

千円となりました。 

 製品区分別売上高では、「オーダー加工品」が「シャープ堺工場」向けパネル等の大型物件の納入が順調に進み

1,139,779 千円、「企画品」が 430,021 千円、「その他」が 119,201 千円となりました。  

 

 ２．財務状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の総資産額は 2,947,715 千円となり、前事業年度末と比較して 57,683 千円減少いたしま

した。これは受取手形及び売掛金の減少 133,283 千円及び、固定資産の減価償却が主な要因となります。 

 負債総額は 2,099,355 千円となり、前事業年度末と比較して 51,152 千円減少いたしました。これは買掛金の減少

や役員２名の退職に伴う長期未払金の減少によるものであります。 

 純資産額は 848,359 千円となり、前事業年度末と比較して 6,530 千円減少いたしました。 
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【訂正の内容】5ページ 
５．四半期財務諸表 
 （1）四半期貸借対照表 

（訂正前） 
（単位：千円） 

  
当第３四半期会計期間末

(平成 21 年５月 31 日) 

前事業年度末に係る  

要約貸借対照表   

(平成 20 年８月 31 日) 

資産の部    

 流動資産   

  現金及び預金 602,763 456,233 

  受取手形及び売掛金 497,170 630,453 

  製品 42,453 58,418 

  原材料 280,729 262,141 

  仕掛品 57,733 33,149 

  前払費用 4,654 3,144 

  繰延税金資産 4,157 4,157 

  未収入金 34 3,620 

  その他 1 355 

  貸倒引当金 △2,196 △177 

  流動資産合計 1,487,502 1,451,497 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 456,151 478,895 

   機械装置及び運搬具（純額） 781,807 829,435 

   土地 218,270 218,270 

   その他（純額） 9,206 12,841 

   有形固定資産合計 1,465,434 1,539,442 

  無形固定資産 7,671 8,849 

  投資その他の資産   

   破産更生債権等 8,261 589 

   その他 591 5,608 

   貸倒引当金 △8,261 △589 

   投資その他の資産合計 591 5,608 

  固定資産合計 1,473,697 1,553,900 

 資産合計 2,961,199 3,005,398 
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（単位：千円） 

  
当第３四半期会計期間末

(平成 21 年５月 31 日) 

前事業年度末に係る  

要約貸借対照表   

(平成 20 年８月 31 日) 

負債の部    

 流動負債   

  買掛金 58,361 107,256 

  短期借入金 980,000 975,000 

  1 年内返済予定の長期借入金 114,312 98,974 

  未払法人税等 10,713 2,035 

  賞与引当金 13,143 － 

  その他 105,219 118,737 

  流動負債合計 1,281,750 1,302,003 

 固定負債   

  長期借入金 432,196 437,530 

  退職給付引当金 28,281 25,198 

  長期未払金 300,200 322,466 

  繰延税金負債 63,309 63,309 

  固定負債合計 823,986 848,504 

 負債合計 2,105,736 2,150,508 

純資産の部    

 株主資本   

  資本金 295,000 295,000 

  資本剰余金 215,000 215,000 

  利益剰余金 347,197 344,890 

  自己株式 △1,734 － 

  株主資本合計 855,462 854,890 

 純資産合計 855,462 854,890 

負債純資産合計 2,961,199 3,005,398 
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(訂正後) 

（単位：千円） 

  
当第３四半期会計期間末

(平成 21 年５月 31 日) 

前事業年度末に係る  

要約貸借対照表   

(平成 20 年８月 31 日) 

資産の部    

 流動資産   

  現金及び預金 602,763 456,233 

  受取手形及び売掛金 497,170 630,453 

  製品 38,993 58,418 

  原材料 276,394 262,141 

  仕掛品 52,045 33,149 

  前払費用 4,654 3,144 

  繰延税金資産 4,157 4,157 

  未収入金 34 3,620 

  その他 1 355 

  貸倒引当金 △2,196 △177 

  流動資産合計 1,474,017 1,451,497 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 456,151 478,895 

   機械装置及び運搬具（純額） 781,807 829,435 

   土地 218,270 218,270 

   その他（純額） 9,206 12,841 

   有形固定資産合計 1,465,434 1,539,442 

  無形固定資産 7,671 8,849 

  投資その他の資産   

   破産更生債権等 8,261 589 

   その他 591 5,608 

   貸倒引当金 △8,261 △589 

   投資その他の資産合計 591 5,608 

  固定資産合計 1,473,697 1,553,900 

 資産合計 2,947,715 3,005,398 
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（単位：千円） 

  
当第３四半期会計期間末

(平成 21 年５月 31 日) 

前事業年度末に係る  

要約貸借対照表   

(平成 20 年８月 31 日) 

負債の部    

 流動負債   

  買掛金 58,361 107,256 

  短期借入金 980,000 975,000 

  1 年内返済予定の長期借入金 114,312 98,974 

  未払法人税等 4,332 2,035 

  賞与引当金 13,143 － 

  その他 105,219 118,737 

  流動負債合計 1,275,368 1,302,003 

 固定負債   

  長期借入金 432,196 437,530 

  退職給付引当金 28,281 25,198 

  長期未払金 300,200 322,466 

  繰延税金負債 63,309 63,309 

  固定負債合計 823,986 848,504 

 負債合計 2,099,355 2,150,508 

純資産の部    

 株主資本   

  資本金 295,000 295,000 

  資本剰余金 215,000 215,000 

  利益剰余金 340,094 344,890 

  自己株式 △1,734 － 

  株主資本合計 848,359 854,890 

 純資産合計 848,359 854,890 

負債純資産合計 2,947,715 3,005,398 
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【訂正の内容】7ページ 
（２）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円） 

 

当第３四半期累計期間 

(自 平成 20 年９月１日 

 至 平成 21 年５月 31 日)

売上高 1,689,002

売上原価 1,352,864

売上総利益 336,137

販売費及び一般管理費 307,147

営業利益 28,989

営業外収益  

 受取利息 518

 その他 6,080

 営業外収益合計 6,599

営業外費用  

 支払利息 15,137

 その他 55

 営業外費用合計 15,192

経常利益 20,396

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 100

 特別利益合計 100

特別損失  

 固定資産除却損 9

 特別損失合計 9

税引前四半期純利益 20,487

法人税等 9,780

四半期純利益 10,706

－　9　－



(訂正後) 

（単位：千円） 

 

当第３四半期累計期間 

(自 平成 20 年９月１日 

 至 平成 21 年５月 31 日)

売上高 1,689,002

売上原価 1,366,348

売上総利益 322,653

販売費及び一般管理費 307,124

営業利益 15,529

営業外収益  

 受取利息 518

 その他 6,080

 営業外収益合計 6,599

営業外費用  

 支払利息 15,137

 その他 55

 営業外費用合計 15,192

経常利益 6,936

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 100

 特別利益合計 100

特別損失  

 固定資産除却損 9

 特別損失合計 9

税引前四半期純利益 7,026

法人税等 3,422

四半期純利益 3,604
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【訂正の内容】8ページ 
（第３四半期会計期間） 
（訂正前） 

（単位：千円） 

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 21 年５月 31 日)

売上高 472,973

売上原価 382,803

売上総利益 90,170

販売費及び一般管理費 97,973

営業損失（△） △7,803

営業外収益  

 受取利息 127

 その他 970

 営業外収益合計 1,098

営業外費用  

 支払利息 4,859

 営業外費用合計 4,859

経常損失（△） △11,564

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 100

 特別利益合計 100

税引前四半期純損失（△） △11,464

法人税等 △4,769

四半期純損失（△） △6,695
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（訂正後） 

（単位：千円） 

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 21 年５月 31 日)

売上高 472,973

売上原価 396,287

売上総利益 76,686

販売費及び一般管理費 97,950

営業損失（△） △21,263

営業外収益  

 受取利息 127

 その他 970

 営業外収益合計 1,098

営業外費用  

 支払利息 4,859

 営業外費用合計 4,859

経常損失（△） △25,025

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 100

 特別利益合計 100

税引前四半期純損失（△） △24,925

法人税等 △11,126

四半期純損失（△） △13,798

 

－　12　－



【訂正の内容】9ページ 
（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（訂正前） 

（単位：千円） 

 

当第３四半期累計期間 

(自 平成 20 年９月１日 

 至 平成21年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税引前四半期純利益 20,487

 減価償却費 178,639

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,691

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,082

 賞与引当金の増減額（△は減少） 13,143

 受取利息及び受取配当金 △518

 支払利息 15,137

 売上債権の増減額（△は増加） 125,611

 たな卸資産の増減額（△は増加） △27,207

 仕入債務の増減額（△は減少） △48,894

 未払費用の増減額（△は減少） △23,296

 その他 1,183

 小計 267,058

 利息及び配当金の受取額 518

 利息の支払額 △17,350

 法人税等の支払額 △464

 営業活動によるキャッシュ・フロー 249,761

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の払戻による収入 72,158

 定期預金の預入による支出 △50,099

 有形固定資産の取得による支出 △107,245

 無形固定資産の取得による支出 △894

 投資活動によるキャッシュ・フロー △86,080

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） 5,000

 長期借入れによる収入 95,000

 長期借入金の返済による支出 △84,996

 自己株式の取得による支出 △1,734

 配当金の支払額 △8,361

 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,907

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 168,589

現金及び現金同等物の期首残高 372,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 540,827
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（訂正後） 

（単位：千円） 

 

当第３四半期累計期間 

(自 平成 20 年９月１日 

 至 平成21年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税引前四半期純利益 7,026

 減価償却費 178,639

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,691

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,082

 賞与引当金の増減額（△は減少） 13,143

 受取利息及び受取配当金 △518

 支払利息 15,137

 売上債権の増減額（△は増加） 125,611

 たな卸資産の増減額（△は増加） △13,723

 仕入債務の増減額（△は減少） △48,894

 未払費用の増減額（△は減少） △23,296

 その他 1,160

 小計 267,058

 利息及び配当金の受取額 518

 利息の支払額 △17,350

 法人税等の支払額 △464

 営業活動によるキャッシュ・フロー 249,761

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の払戻による収入 72,158

 定期預金の預入による支出 △50,099

 有形固定資産の取得による支出 △107,245

 無形固定資産の取得による支出 △894

 投資活動によるキャッシュ・フロー △86,080

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） 5,000

 長期借入れによる収入 95,000

 長期借入金の返済による支出 △84,996

 自己株式の取得による支出 △1,734

 配当金の支払額 △8,361

 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,907

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 168,589

現金及び現金同等物の期首残高 372,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 540,827
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【訂正の内容】14 ページ 
６．その他の情報 

 (1）生産実績 

当第３四半期累計期間（自 平成 20 年９月１日 至 平成 21 年５月 31 日）の生産実績を製品区分別に示すと、

次のとおりであります。 

（訂正前） 
当第３四半期累計期間 

（自 平成 20 年９月１日 

至 平成 21 年５月 31 日） 
製品区分別 

金額（千円） 構成比（％） 

オーダー加工品 1,033,126 77.1 

企画品 265,805 19.9 

その他 40,410 3.0 

合計 1,339,342 100.0 

 （注） <略> 

 
（訂正後） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成 20 年９月１日 

至 平成 21 年５月 31 日） 
製品区分別 

金額（千円） 構成比（％） 

オーダー加工品 1,030,472 77.1 

企画品 265,102 19.9 

その他 40,307 3.0 

合計 1,335,882 100.0 

 （注） <略> 
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