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平成22年２月15日 

各 位 

会 社 名 天 昇 電 気 工 業 株 式 会 社  

代表者名 取 締 役 社 長 安 藤 武 彦 

  （コード番号  6776  東証２部） 

問い合わせ 常務取締役経理部長 横 山 彰 

T E L    042－788－1880 

 

 

(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」の一部訂正について 

 

 平成22年２月５日 15時00分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」について一部訂

正を要する箇所がありましたので、以下の通り訂正いたします。 

 

 

１．訂正理由 

子会社天昇ポーランドコーポレーション有限会社の増資に伴なう資本連結処理において決算数値の一部

に誤りがありましたのでこれを訂正するものであります。 

 

２．訂正箇所 
訂正箇所は以下のとおりであります。 

   訂正箇所は＿を付して表示しております。 
 
１ページ 
（訂正前） 
1. 平成22年３月期第３四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21年12月31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３四半期 16,915 △28.3 △84 ― △266 ― △249 ― 

21年３月期第３四半期 23,576 3.9 436 △47.9 △18 ― △183 ― 

 

 
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３四半期 △14 69 ― ―   

21年３月期第３四半期 △10 78 ― ―   

 

（訂正後） 

1.  平成22年３月期第３四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21年12月31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３四半期 16,915 △28.3 △84 ― △272 ― △255 ― 

21年３月期第３四半期 23,576 3.9 436 △47.9 △18 ― △183 ― 
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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３四半期 △15 04 ― ―   

21年３月期第３四半期 △10 78 ― ―   

 

３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 

(1) 全般的な営業の概況 

（省略） 

当社グループは売上高減少に対応すべく従来より固定費の徹底的な削減を進め、収益確保に努めてまいりまし

たが、営業損失は84百万円（前年同四半期累計４億36百万円の利益）、経常損失２億66百万円（前年同四半期

累計18百万円の損失）、四半期純損失２億49百万円（前年同四半期累計１億83百万円の損失）となりました。 

 
（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 

(1) 全般的な営業の概況 

（省略） 

当社グループは売上高減少に対応すべく従来より固定費の徹底的な削減を進め、収益確保に努めてまいりまし
たが、営業損失は84百万円（前年同四半期累計４億36百万円の利益）、経常損失２億72百万円（前年同四半期
累計18百万円の損失）、四半期純損失２億55百万円（前年同四半期累計１億83百万円の損失）となりました。 
 

４ページ 

（訂正前） 

【定性的情報・財務諸表等】 

3. キャッシュ・フローの状況 

  （省略） 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、６億96百万円（前年同四半期累計比25億29百万円減）の資金の増
加となりました。これは、主に減価償却費11億45百万円の増加要因、税金等調整前四半期純損失３億13百万
円の減少要因、売上債権の増減額３億12百万円の減少要因によるものであります。 
  （省略） 
 
（訂正後） 

【定性的情報・財務諸表等】 

3. キャッシュ・フローの状況 

  （省略） 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、６億96百万円（前年同四半期累計比25億29百万円減）の資金の増
加となりました。これは、主に減価償却費11億45百万円の増加要因、税金等調整前四半期純損失３億19百万
円の減少要因、売上債権の増減額３億12百万円の減少要因によるものであります。 
  （省略） 
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７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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

（省略） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,208 1,208

  資本剰余金 897 897

  利益剰余金 977 1,226

  自己株式 △5 △5

  株主資本合計 3,078 3,327

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 38 22

  為替換算調整勘定 △262 △209

  評価・換算差額等合計 △224 △187

（省略） 

 
（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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

（省略） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,208 1,208

  資本剰余金 897 897

  利益剰余金 971 1,226

  自己株式 △5 △5

  株主資本合計 3,071 3,327

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 38 22

  為替換算調整勘定 △256 △209

  評価・換算差額等合計 △218 △187

（省略） 
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８ページ 

（訂正前） 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 
  前第３四半期連結累計期間 

 (自 平成20年４月 １日 
   至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間 
 (自 平成21年４月 １日 

   至 平成21年12月31日)

（省略） 

営業外収益 

 受取利息 5 1

 受取配当金 11 5

 為替差益 ― 26

 持分法による投資利益 ― 21

 その他 218 58

 営業外収益合計 235 113

営業外費用 

 支払利息 352 237

 持分法による投資損失 117 ―

 為替差損 61 ―

 その他 158 58

 営業外費用合計 690 295

経常損失（△） △18 △266

（省略） 

税金等調整前四半期純損失（△） △131 △313

法人税等 172 74

少数株主損失（△） △120 △138

四半期純損失（△） △183 △249

 
（訂正後） 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 
  前第３四半期連結累計期間 

 (自 平成20年４月 １日 
   至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間 
 (自 平成21年４月 １日 

   至 平成21年12月31日)

（省略） 

営業外収益 

 受取利息 5 1

 受取配当金 11 5

 為替差益 ― 20

 持分法による投資利益 ― 21

 その他 218 78

 営業外収益合計 235 128

営業外費用 

 支払利息 352 237

 持分法による投資損失 117 ―

 為替差損 61 ―

 その他 158 79

 営業外費用合計 690 316

経常損失（△） △18 △272

（省略） 
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（単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
 (自 平成20年４月 １日 

   至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間 
 (自 平成21年４月 １日 

   至 平成21年12月31日)

税金等調整前四半期純損失（△） △131 △319

法人税等 172 74

少数株主損失（△） △120 △138

四半期純損失（△） △183 △255

 
９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３四半期連結累計期間 

 (自 平成20年４月 １日 
   至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間  
 (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 

 税金等調整前四半期純損失（△） △131 △313

 減価償却費 1,495 1,145

 減損損失 ― 54

 賞与引当金の増減額（△は減少） △144 0

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △20

 売上値引引当金の増減額（△は減少） △9 ―

 受取利息及び受取配当金 △16 △7

 支払利息 352 237

 為替差損益（△は益） 3 △46

（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３四半期連結累計期間 

 (自 平成20年４月 １日 
   至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間  
 (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 

 税金等調整前四半期純損失（△） △131 △319

 減価償却費 1,495 1,145

 減損損失 ― 54

 賞与引当金の増減額（△は減少） △144 0

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △20

 売上値引引当金の増減額（△は減少） △9 ―

 受取利息及び受取配当金 △16 △7

 支払利息 352 237

 為替差損益（△は益） 3 △40

（省略） 
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当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く事業環境は、一昨年の秋口以降の金融

危機に端を発した世界同時不況が持続し、世界各国の景気刺激策の実施等により一部業種には明るい

兆しも見え始めておりますが、景気全体を押上げるまでには至らない状況で推移いたしました。 

このような経済環境の下、当社グループのコア事業であります薄型ＴＶ外装部品分野は数量的には

回復基調ですが、最終製品価格の下落が依然として続いており当社グループの納入価格も非常に厳し

い状況で推移しております。その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、169億15百万

円（前年同四半期累計比28.3％減）となりました。 

当社グループは売上高減少に対応すべく従来より固定費の徹底的な削減を進め、収益確保に努めて

まいりましたが、営業損失は84百万円（前年同四半期累計４億36百万円の利益）、経常損失２億72百

万円（前年同四半期累計18百万円の損失）、四半期純損失２億55百万円（前年同四半期累計１億83百

万円の損失）となりました。 

  

成形関連事業の中心であります薄型ＴＶ部品関連の売上高は、回復基調にありますが、前年同四半

期累計比30.3％減に留まりました。自動車部品も当第３四半期に入り回復に向かっており、前年同四

半期累計比22.7％減と減少幅が縮小しております。容器部門においては医療用廃棄物容器は前年同四

半期累計比1.3％増となりましたが、コンテナ等の物流産業資材は回復しませんでした。金型も、薄

型ＴＶ部品向けを中心に売上減少しました。結果、売上高は166億90百万円（前年同四半期累計比

28.5％減）、営業損失２億48百万円（前年同四半期累計２億74百万円の利益）となりました。 

国内３拠点の賃貸物件から構成されており、売上高は前年同四半期累計期間と同水準の２億25百万

円、営業利益１億64百万円（前年同四半期累計比1.0％増）となりました。 

  

日本国内では、薄型ＴＶ部品、自動車部品及び金型製作を主力としておりますが、一昨年秋以降の

急激な景気後退により売上高は落込みました。自動車部品は回復基調となっておりますが、薄型ＴＶ

部品は数量の回復以上に製品価格の下落が厳しく当第３四半期連結累計期間の売上高は144億79百万

円（前年同四半期累計比28.9％減）、営業利益１億65百万円（前年同四半期累計比64.0％減）となり

ました。 

中国では、物流産業資材容器及び薄型ＴＶ部品の製造販売を行っておりますが、現地企業との価格

競争の激化等により売上高は減少し、当第３四半期連結累計期間の売上高は５億26百万円（前年同四

半期累計比33.2％減）、営業損失74百万円（前年同四半期累計8百万円の損失）となりました。 

・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

(1) 全般的な営業の概況

(2) 事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。

①成形関連事業

②不動産関連事業

(3) 所在地別セグメントの状況は、以下のとおりであります。

①日本

②中国
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ポーランドでは、薄型ＴＶ部品の生産販売を行っておりますが、一昨年秋以降の景気後退により年

前半は厳しい状況でしたが、当第３四半期より売上高は回復に向かっております。当第３四半期連結

累計期間の売上高は19億81百万円（前年同四半期累計比22.1％減）、営業損失１億68百万円（前年同

四半期累計１億円の損失）となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、224億42百万円（前連結会計年度末比４億93百万円減）

となりました。 

流動資産は、現金及び預金が51億26百万円（前連結会計年度末比50百万円増）、受取手形及び売掛金

が42億62百万円（前連結会計年度末比３億79百万円増）、棚卸資産10億76百万円（前連結会計年度末比

１百万円減）等により、108億12百万円（前連結会計年度末比４百万円増）となりました。 

固定資産は、減価償却実施などにより、116億30百万円（前連結会計年度末比４億98百万円減）とな

りました。 

負債合計は、195億19百万円（前連結会計年度末比93百万円減）となりました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金が65億42百万円（前連結会計年度末比２億65百万円減）、一方、借

入金30億１百万円（前連結会計年度末比４億73百万円増）等により、113億44百万円（前連結会計年度

末比３億81百万円増）となりました。 

固定負債は、社債の減少等により81億74百万円（前連結会計年度末比４億74百万円減）となりまし

た。 

純資産合計は、四半期純損失等の計上により29億23百万円（前連結会計年度末比４億円減）となりま

した。 

  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は51億11百万円

（前連結会計年度末比50百万円増）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、６億96百万円（前年同四半期累計比25億29百万円減）の資金

の増加となりました。これは、主に減価償却費11億45百万円の増加要因、税金等調整前四半期純損失３

億19百万円の減少要因、売上債権の増減額３億12百万円の減少要因によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、４億13百万円（前年同四半期累計比22億87百万円減）の資金

の減少となりました。これは、主に国内の有形固定資産４億27百万円の取得による支出によるものであ

ります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは２億12百万円（前年同四半期累計比56百万円増）の資金の減少

となりました。これは、主に長期借入金の借入17億円の増加要因の一方、長期借入金の返済13億85百万

円、社債の償還２億75百万円、リース債務の返済２億51百万円等の減少要因があったためであります。

③ポーランド

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産

②負債

③純資産

3. キャッシュ・フローの状況
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,208 1,208

資本剰余金 897 897

利益剰余金 971 1,226

自己株式 △5 △5

株主資本合計 3,071 3,327

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38 22

為替換算調整勘定 △256 △209

評価・換算差額等合計 △218 △187

少数株主持分 69 183

純資産合計 2,923 3,323

負債純資産合計 22,442 22,936
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 23,576 16,915

売上原価 20,732 14,986

売上総利益 2,844 1,929

販売費及び一般管理費 ※１  2,408 ※１  2,013

営業利益又は営業損失（△） 436 △84

営業外収益   

受取利息 5 1

受取配当金 11 5

為替差益 － 20

持分法による投資利益 － 21

その他 218 78

営業外収益合計 235 128

営業外費用   

支払利息 352 237

持分法による投資損失 117 －

為替差損 61 －

その他 158 79

営業外費用合計 690 316

経常損失（△） △18 △272

特別利益   

投資有価証券売却益 9 －

貸倒引当金戻入額 5 5

固定資産売却益 1 0

前期損益修正益 － 6

償却債権取立益 － 1

特別利益合計 15 13

特別損失   

投資有価証券評価損 124 －

固定資産売却損 2 1

固定資産除却損 1 2

減損損失 － 54

貸倒損失 － 2

特別損失合計 128 60

税金等調整前四半期純損失（△） △131 △319

法人税等 172 74

少数株主損失（△） △120 △138

四半期純損失（△） △183 △255
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △131 △319

減価償却費 1,495 1,145

減損損失 － 54

賞与引当金の増減額（△は減少） △144 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △20

売上値引引当金の増減額（△は減少） △9 －

受取利息及び受取配当金 △16 △7

支払利息 352 237

為替差損益（△は益） 3 △40

持分法による投資損益（△は益） 117 △21

有形固定資産売却損益（△は益） 1 0

有形固定資産除却損 1 2

投資有価証券売却損益（△は益） △9 －

投資有価証券評価損益（△は益） 124 －

償却債権取立益 － △1

貸倒損失 － 2

前期損益修正損益（△は益） － △6

売上債権の増減額（△は増加） 1,454 △312

たな卸資産の増減額（△は増加） △170 △2

仕入債務の増減額（△は減少） △278 △257

未収入金の増減額（△は増加） 315 76

未収消費税等の増減額（△は増加） － 268

未払消費税等の増減額（△は減少） △331 －

長期未払金の増減額（△は減少） △7 －

その他 1,047 141

小計 3,809 940

利息及び配当金の受取額 15 7

利息の支払額 △354 △292

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △244 35

その他 － 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,226 696

11




