
平成 22 年２月 12 日 

各      位 

会 社 名  株式会社  赤阪鐵工所 

代表者名  取締役社長 赤 阪  全 七 

（コード番号 6022 東証第 ２ 部） 

問合せ先  常務取締役総務・営業担当 

木 村  充 宏  

（TEL．  054 － 685 － 6081 ） 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 22 年３月期第３四半期決算短信（非連結）」の一部訂正について 

平成 22 年１月 29 日に発表いたしました「平成 22 年３月期 第３四半期決算短信（非連結）」の一部に訂正

がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、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送信します。 

 

記 

 

訂正内容 
（各訂正個所の【 】内は記載されたページ番号を表し、修正個所には下線を付しております。） 
 

【Ｐ１】 
〈訂正前〉 
１.平成 22 年 3 月期第 3 四半期の業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日） 
(1)経営成績（累計） 

 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 3 四半期 
21 年 3 月期第 3 四半期 

10,977 
12,361 

△11.2 
－ 

633
1,336

△52.6
－ 

637
1,362

△53.2 
－ 

378 
839 

△55.0
－ 

 

 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 線 円 線

22 年 3 月期第 3 四半期 
21 年 3 月期第 3 四半期 

24.69
54.85

－ 
－ 

 
(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 

 百万円 百万円 ％ 円 線

22 年 3 月期第 3 四半期 
21 年 3 月期 

17,643 
17,465 

7,866
7,605

44.6 
43.5 

513.86
496.79

(参考)自己資本 22 年 3 月期第 3 四半期 7,866 百万円 21 年 3 月期 7,605 百万円 
 

（財）財務会計基準機構会員



〈訂正後〉 
１.平成 22 年 3 月期第 3 四半期の業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日） 
(1)経営成績（累計） 

 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 3 四半期 
21 年 3 月期第 3 四半期 

10,977 
12,361 

△11.2 
－ 

625
1,336

△53.2
－ 

629
1,362

△53.8 
－ 

373 
839 

△55.5
－ 

 

 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 線 円 線

22 年 3 月期第 3 四半期 
21 年 3 月期第 3 四半期 

24.40
54.85

－ 
－ 

 
(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 

 百万円 百万円 ％ 円 線

22 年 3 月期第 3 四半期 
21 年 3 月期 

17,638 
17,465 

7,861
7,605

44.6 
43.5 

513.57
496.79

(参考)自己資本 22 年 3 月期第 3 四半期 7,861 百万円 21 年 3 月期 7,605 百万円 

 

【Ｐ３】 

〈訂正前〉 

１．経営成績に関する定性的情報 

 （略）～経常利益は 637 百万円（対前年同期比 53.2％減）（略）～ 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は 17,643 百万円となり、前事業年度に比べ 177 百万円増加～（略）～流動資産は

363 百万円減少～（略）～固定資産が 540 百万円～（略）～当第３四半期末の負債は 9,777 百万円～（略）～

当第３四半期末の純資産は 7,866 百万円となり、前事業年度末に比べ 260 百万円増加～（略）～株主資本が 270

百万円増加～（略）～ 

〈訂正後〉 

１．経営成績に関する定性的情報 

 （略）～経常利益は 629 百万円（対前年同期比 53.8％減）（略）～ 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は 17,638 百万円となり、前事業年度に比べ 173 百万円増加～（略）～流動資産は

448 百万円減少～（略）～固定資産が 621 百万円～（略）～当第３四半期末の負債は 9,776 百万円～（略）～

当第３四半期末の純資産は 7,861 百万円となり、前事業年度末に比べ 256 百万円増加～（略）～株主資本が 266

百万円増加～（略）～ 



【Ｐ５】 

５．四半期財務諸表 

 （１）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

（訂正前） 

 
当第３四半期会計期間末 

（平成21年12月31日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成21年３月31日） 

 資産の部   

流動資産   

（略） 

仕掛品 2,592,149 3,543,624 

原材料及び貯蔵品 610,415 611,057 

その他 257,193 219,620 

貸倒引当金 △16,858 △25,929 

流動資産合計 12,182,459 12,545,483 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,065,751 1,651,932 

その他（純額） 2,374,830 2,194,863 

有形固定資産合計 4,440,581 3,846,796 

（略） 

固定資産合計 5,460,831 4,920,153 

資産合計 17,643,290 17,465,637 

 負債の部   

流動負債   

（略） 

未払法人税等 7,086 268,833 

（略） 

流動負債合計 6,188,550 8,001,977 

（略） 

負債合計 9,777,102 9,859,957 

 



（訂正後） 

 
当第３四半期会計期間末 

（平成21年12月31日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成21年３月31日） 

 資産の部   

流動資産   

（略） 

仕掛品 2,503,858 3,543,624 

原材料及び貯蔵品 610,415 611,057 

その他 260,102 219,620 

貸倒引当金 △16,858 △25,929 

流動資産合計 12,097,076 12,545,483 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,065,751 1,651,932 

その他（純額） 2,455,590 2,194,863 

有形固定資産合計 4,521,341 3,846,796 

（略） 

固定資産合計 5,541,591 4,920,153 

資産合計 17,638,667 17,465,637 

 負債の部   

流動負債   

（略） 

未払法人税等 6,952 268,833 

（略） 

流動負債合計 6,188,415 8,001,977 

（略） 

負債合計 9,776,968 9,859,957 

 



【Ｐ６】 

（単位：千円） 

（訂正前） 

 
当第３四半期会計期間末 

（平成21年12月31日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成21年３月31日） 

 純資産の部   

株主資本   

（略） 

利益剰余金 5,356,009 5,085,361 

自己株式 △30,951 △30,861 

株主資本合計 7,761,404 7,490,845 

（略） 

純資産合計 7,866,187 7,605,679 

負債純資産合計 17,643,290 17,465,637 

（訂正後） 

 
当第３四半期会計期間末 

（平成21年12月31日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成21年３月31日） 

 純資産の部   

株主資本   

（略） 

利益剰余金 5,351,521 5,085,361 

自己株式 △30,951 △30,861 

株主資本合計 7,756,916 7,490,845 

（略） 

純資産合計 7,861,699 7,605,679 

負債純資産合計 17,638,667 17,465,637 

 



【Ｐ７】 

 （２）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

（単位：千円） 

（訂正前） 

 

前第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日） 

 売上高 12,361,176 10,977,374 

売上原価 9,538,883 9,065,719 

売上総利益 2,822,293 1,911,654 

販売費及び一般管理費 1,485,647 1,278,639 

営業利益 1,336,646 633,015 

（略） 

経常利益 1,362,059 637,104 

（略） 

特別損失   

固定資産売却損 34,047 ― 

（略） 

その他 2,685 560 

（略） 

税引前四半期純利益 1,397,589 622,958 

法人税等 557,606 244,947 

四半期純利益 839,983 378,011 

（訂正後） 

 

前第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日） 

 売上高 12,361,176 10,977,374 

売上原価 9,538,883 9,073,251 

売上総利益 2,822,293 1,904,123 

販売費及び一般管理費 1,485,647 1,278,504 

営業利益 1,336,646 625,618 

（略） 

経常利益 1,362,059 629,708 

（略） 

特別損失   

固定資産売却損 34,047 238 

（略） 

その他 2,685 321 

（略） 

税引前四半期純利益 1,397,589 615,561 

法人税等 557,606 242,038 

四半期純利益 839,983 373,522 

 



【Ｐ８】 

 （３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

（訂正前） 

 

前第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12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 1,397,589 622,958 

（略） 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 11,400 18,507 

（略） 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,280,651 952,115 

その他の資産の増減額（△は増加） △5,937 △45,828 

（略） 

小計 1,375,584 1,297,328 

（略） 

法人税等の支払額 △845,452 △503,522 

営業活動によるキャッシュ・フロー 500,245 767,219 

 投資活動によるキャッシュ・フロー   

（略） 

有形固定資産の取得による支出 △124,693 △1,202,850 

（略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,821 △894,222 

（略） 

（訂正後） 

 

前第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12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 1,397,589 615,561 

（略） 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 11,400 11,353 

（略） 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,280,651 1,040,407 

その他の資産の増減額（△は増加） △5,937 △41,582 

（略） 

小計 1,375,584 1,375,180 

（略） 

法人税等の支払額 △845,452 △500,613 

営業活動によるキャッシュ・フロー 500,245 847,980 

 投資活動によるキャッシュ・フロー   

（略） 

有形固定資産の取得による支出 △124,693 △1,283,610 

（略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,821 △974,982 

（略） 

以  上 


