
平成 22 年５月 17 日 

各  位 
会 社 名 株式会社 ヤ  ギ 
代表者名 代表取締役社長 八 木 秀 夫 

（コード ７４６０ 大証第２部） 
問合せ先 経営企画室長 南  秀 幸 

（ＴＥＬ ０６-６２６６-７３３２） 

 

 

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

 

当社は本日開催の取締役会において、平成22年５月７日に公表いたしました「平成22年３月期 決

算短信」を訂正することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を表示しております。 

記 

 

Ⅰ．訂正の主な内容 

当社の非連結子会社である譜洛革時（上海）貿易有限公司（プログレス上海）および八

木貿易（深圳）有限公司が有する債権につきまして、取立不能のおそれが生じることが

判明いたしました。 

したがいまして、これらの非連結子会社に対する出資金の評価損およびこれら非連結子

会社に係る債務保証等による損失負担見込額を引当計上することと決定しましたので

「平成 22 年３月期 決算短信」を訂正いたします。 

 

Ⅱ．平成 22 年５月７日公表の「平成 22 年３月期決算短信」経営成績への影響額 

１．連結経営成績への影響額 

 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

訂正前（Ａ） 104,341 2,727 2,695 1,651 196.56

訂正後（Ｂ） 104,341 2,727 2,695 1,438 171.28

増減額（Ｂ－Ａ） － － － △212 

増減率（％） － － － △12.9% 

 

２．個別経営成績への影響額 

 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

訂正前（Ａ） 99,540 2,475 2,425 1,518 180.77

訂正後（Ｂ） 99,540 2,475 2,425 1,295 154.21

増減額（Ｂ－Ａ） － － － △223 

増減率（％） － － － △14.7% 
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平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ヤギ 上場取引所 大 
コード番号 7460 URL http://www.yaginet.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 八木秀夫
問合せ先責任者 （役職名） 経営企画室長 （氏名） 南秀幸 TEL 06-6266-7332
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月30日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 104,341 △11.6 2,727 △22.4 2,695 △10.9 1,651 30.6
21年3月期 118,002 △3.4 3,515 13.4 3,023 3.3 1,264 △21.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 196.56 ― 7.8 5.4 2.6
21年3月期 150.53 ― 6.2 5.5 3.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 46,420 21,740 46.8 2,587.79
21年3月期 53,624 20,347 37.9 2,421.89

（参考） 自己資本   22年3月期  21,736百万円 21年3月期  20,343百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 3,808 △342 △4,788 2,782
21年3月期 2,507 △1,237 266 4,101

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 335 26.6 1.6
22年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 335 20.4 1.6
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 40.00 40.00 22.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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 48,000 △5.7 1,250 6.5 1,150 △10.1 680 △3.2 80.96

通期 105,000 0.6 2,750 0.8 2,500 △7.3 1,475 △10.7 175.60

Ⅲ．訂正箇所
　（１～２ページ）　サマリー情報

【訂正前】
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、15ページの「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び20ページの「表示方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 10,568,000株 21年3月期 10,568,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  2,168,338株 21年3月期  2,168,130株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 99,540 △11.7 2,475 △18.8 2,425 △5.1 1,518 40.7
21年3月期 112,755 △1.9 3,049 19.0 2,555 6.9 1,079 △14.7

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

22年3月期 180.77 ―
21年3月期 128.47 ―

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 40,906 17,513 42.8 2,085.06
21年3月期 48,149 16,277 33.8 1,937.77

（参考） 自己資本 22年3月期  17,513百万円 21年3月期  16,277百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、３ページ「次期の見通し」をご覧ください。 

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 
累計期間

46,000 △5.6 1,150 11.0 1,050 △7.9 620 △7.8 73.81

通期 100,000 0.5 2,550 3.0 2,300 △5.2 1,350 △11.1 160.72
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平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ヤギ 上場取引所 大 
コード番号 7460 URL http://www.yaginet.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 八木秀夫
問合せ先責任者 （役職名） 経営企画室長 （氏名） 南秀幸 TEL 06-6266-7332
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月30日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 104,341 △11.6 2,727 △22.4 2,695 △10.9 1,438 13.8
21年3月期 118,002 △3.4 3,515 13.4 3,023 3.3 1,264 △21.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 171.28 ― 6.9 5.4 2.6
21年3月期 150.53 ― 6.2 5.5 3.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 46,362 21,528 46.4 2,562.51
21年3月期 53,624 20,347 37.9 2,421.89

（参考） 自己資本   22年3月期  21,524百万円 21年3月期  20,343百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 3,808 △342 △4,788 2,782
21年3月期 2,507 △1,237 266 4,101

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 335 26.6 1.6
22年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 335 23.4 1.6
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 40.00 40.00 22.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

48,000 △5.7 1,250 6.5 1,150 △10.1 680 △3.2 80.96

通期 105,000 0.6 2,750 0.8 2,500 △7.3 1,475 2.5 175.60

【訂正後】
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、15ページの「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び20ページの「表示方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 10,568,000株 21年3月期 10,568,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  2,168,338株 21年3月期  2,168,130株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 99,540 △11.7 2,475 △18.8 2,425 △5.1 1,295 20.0
21年3月期 112,755 △1.9 3,049 19.0 2,555 6.9 1,079 △14.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 154.21 ―
21年3月期 128.47 ―

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 40,837 17,290 42.3 2,058.50
21年3月期 48,149 16,277 33.8 1,937.77

（参考） 自己資本 22年3月期  17,290百万円 21年3月期  16,277百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、３ページ「次期の見通し」をご覧ください。 

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 
累計期間

46,000 △5.6 1,150 11.0 1,050 △7.9 620 △7.8 73.81

通期 100,000 0.5 2,550 3.0 2,300 △5.2 1,350 4.2 160.72
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（３ページ）
１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

【訂正前】
　当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な不況の影響により国内景気も冷え込み、企業収益が大幅に減少す

るなど厳しい状況となりました。その後、景気は一部に持ち直しの兆しが見られたものの自律性に乏しく、雇用情

勢、所得環境も依然として厳しい状況で推移しました。

　繊維業界におきましても、消費者の買い控えや低価格志向の影響で厳しい経営環境となりました。

　このような状況の中、当社グループは、原料、テキスタイル、繊維二次製品の各部門におきまして、顧客、消費者

の志向に対応した商品開発を進め、既存事業の深耕と新規顧客開拓を進めてまいりました。また、経営管理面におき

ましては、経済環境の悪化にともなう信用リスクの増大に対応し与信管理の徹底に努めてまいりました。

　この結果、当連結会計期間の業績は、売上高は104,341百万円（前期比11.6％減）、営業利益は2,727百万円（前期

比22.4％減）、経常利益は2,695百万円（前期比10.9％減）となりました。特別利益として固定資産売却益29百万

円、投資有価証券売却益61百万円、関係会社整理損失引当金戻入額112百万円、特別損失として関係会社株式評価損

43百万円、関係会社整理損失引当金繰入額20百万円を計上し、当期純利益は1,651百万円（前期比30.6％増）となり

ました。

【訂正後】
　当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な不況の影響により国内景気も冷え込み、企業収益が大幅に減少す

るなど厳しい状況となりました。その後、景気は一部に持ち直しの兆しが見られたものの自律性に乏しく、雇用情

勢、所得環境も依然として厳しい状況で推移しました。

　繊維業界におきましても、消費者の買い控えや低価格志向の影響で厳しい経営環境となりました。

　このような状況の中、当社グループは、原料、テキスタイル、繊維二次製品の各部門におきまして、顧客、消費者

の志向に対応した商品開発を進め、既存事業の深耕と新規顧客開拓を進めてまいりました。また、経営管理面におき

ましては、経済環境の悪化にともなう信用リスクの増大に対応し与信管理の徹底に努めてまいりました。

　この結果、当連結会計期間の業績は、売上高は104,341百万円（前期比11.6％減）、営業利益は2,727百万円（前期

比22.4％減）、経常利益は2,695百万円（前期比10.9％減）となりました。特別利益として固定資産売却益29百万

円、投資有価証券売却益61百万円、関係会社整理損失引当金戻入額112百万円、特別損失として関係会社株式評価損

43百万円、関係会社出資金評価損58百万円、関係会社整理損失引当金繰入額20百万円、債務保証損失引当金繰入額

154百万円を計上し、当期純利益は1,438百万円（前期比13.8％増）となりました。
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（４ページ）
(2）財政状態に関する分析
a.当連結会計年度の財政状態の分析

【訂正前】
（b）固定資産

　　　当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ193百万円減少し、10,045百万円とな

　　りました。これは、長期貸付金の減少が主な要因であります。
…

（中略）
…

（d）固定負債

　　 当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ375百万円減少し、2,558百万円となり

　 ました。これは、関係会社整理損失引当金が減少したことが主な要因であります。

（e）純資産

  　 当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,393百万円増加し、21,740百万円となり

  　ました。これは、これは、利益剰余金の増加が主な要因であります。

【訂正後】
（b）固定資産

　　　当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ251百万円減少し、9,987百万円とな

　　りました。これは、長期貸付金の減少が主な要因であります。
…

（中略）
…

（d）固定負債

　　 当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ221百万円減少し、2,713百万円となり

　 ました。これは、関係会社整理損失引当金が減少したことが主な要因であります。

（e）純資産

  　 当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,180百万円増加し、21,528百万円となり

  　ました。これは、これは、利益剰余金の増加が主な要因であります。
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（８ページ）
４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,230,154 2,971,096
受取手形及び売掛金 31,623,586 28,039,633
有価証券 73,102 83,221
たな卸資産 ※1 6,550,649 ※1 4,546,223
繰延税金資産 776,108 672,488
その他 464,325 390,251
貸倒引当金 △332,609 △327,260
流動資産合計 43,385,316 36,375,655

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2, ※3 3,071,866 ※2, ※3 2,947,159
土地 965,573 995,512
その他（純額） ※2 346,531 ※2 273,406
有形固定資産合計 4,383,972 4,216,077

無形固定資産

電話加入権 1,597 1,597
その他 95,218 70,059
無形固定資産合計 96,816 71,656

投資その他の資産

投資有価証券 ※4 4,089,356 ※4 4,280,989
繰延税金資産 138,569 29,631
前払年金費用 219,409 356,565
その他 ※4 1,823,736 ※4 1,472,874
貸倒引当金 △512,893 △382,568
投資その他の資産合計 5,758,177 5,757,493

固定資産合計 10,238,966 10,045,228
資産合計 53,624,283 46,420,883

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,316,131 13,358,619
短期借入金 9,015,381 4,563,601
未払金 3,229,797 3,126,429
未払法人税等 747,315 80,583
賞与引当金 490,153 532,456
役員賞与引当金 78,500 92,000
返品調整引当金 286,987 121,237
その他 177,882 246,122
流動負債合計 30,342,149 22,121,049
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【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,230,154 2,971,096
受取手形及び売掛金 31,623,586 28,039,633
有価証券 73,102 83,221
たな卸資産 ※1 6,550,649 ※1 4,546,223
繰延税金資産 776,108 672,488
その他 464,325 390,251
貸倒引当金 △332,609 △327,260
流動資産合計 43,385,316 36,375,655

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2, ※3 3,071,866 ※2, ※3 2,947,159
土地 965,573 995,512
その他（純額） ※2 346,531 ※2 273,406
有形固定資産合計 4,383,972 4,216,077

無形固定資産

電話加入権 1,597 1,597
その他 95,218 70,059
無形固定資産合計 96,816 71,656

投資その他の資産

投資有価証券 ※4 4,089,356 ※4 4,280,989
繰延税金資産 138,569 29,631
前払年金費用 219,409 356,565
その他 ※4 1,823,736 ※4 1,414,801
貸倒引当金 △512,893 △382,568
投資その他の資産合計 5,758,177 5,699,420

固定資産合計 10,238,966 9,987,155
資産合計 53,624,283 46,362,810

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,316,131 13,358,619
短期借入金 9,015,381 4,563,601
未払金 3,229,797 3,126,429
未払法人税等 747,315 80,583
賞与引当金 490,153 532,456
役員賞与引当金 78,500 92,000
返品調整引当金 286,987 121,237
その他 177,882 246,122
流動負債合計 30,342,149 22,121,049
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（９ページ）

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)
固定負債

繰延税金負債 64,087 385,181
退職給付引当金 593,798 616,400
役員退職慰労引当金 90,816 58,819
関係会社整理損失引当金 720,066 20,885
その他 1,465,595 1,477,553
固定負債合計 2,934,363 2,558,840

負債合計 33,276,512 24,679,889
純資産の部

株主資本

資本金 1,088,000 1,088,000
資本剰余金 805,188 805,188
利益剰余金 19,315,667 20,630,710
自己株式 △1,628,057 △1,628,282
株主資本合計 19,580,799 20,895,616

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 714,399 800,349
繰延ヘッジ損益 100,092 89,710
為替換算調整勘定 △51,759 △49,150
評価・換算差額等合計 762,732 840,908

少数株主持分 4,239 4,469
純資産合計 20,347,770 21,740,994

負債純資産合計 53,624,283 46,420,883

【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)
固定負債

繰延税金負債 64,087 385,181
退職給付引当金 593,798 616,400
役員退職慰労引当金 90,816 58,819
関係会社整理損失引当金 720,066 20,885
債務保証損失引当金 － 154,230
その他 1,465,595 1,477,553
固定負債合計 2,934,363 2,713,070

負債合計 33,276,512 24,834,119
純資産の部

株主資本

資本金 1,088,000 1,088,000
資本剰余金 805,188 805,188
利益剰余金 19,315,667 20,418,406
自己株式 △1,628,057 △1,628,282
株主資本合計 19,580,799 20,683,312

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 714,399 800,349
繰延ヘッジ損益 100,092 89,710
為替換算調整勘定 △51,759 △49,150
評価・換算差額等合計 762,732 840,908

少数株主持分 4,239 4,469
純資産合計 20,347,770 21,528,690

負債純資産合計 53,624,283 46,362,810
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1,264,402 1,651,037当期純利益

（10ページ）
（２）連結損益計算書

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

　 至　平成21年３月31日） 　 至　平成22年３月31日）

売上高 118,002,745 104,341,787
売上原価 ※2 104,198,362 ※2 91,143,133
売上総利益 13,804,383 13,198,654
販売費及び一般管理費 ※1, ※2 10,288,524 ※1, ※2 10,470,975
営業利益 3,515,859 2,727,678
営業外収益

受取利息 23,339 18,153
受取配当金 128,750 103,840
その他 32,940 41,975
営業外収益合計 185,029 163,968

営業外費用

支払利息 106,663 73,098
売上割引 107,410 100,862
為替差損 443,056 －

その他 19,881 22,152
営業外費用合計 677,011 196,114

経常利益 3,023,876 2,695,532
特別利益

固定資産売却益 － ※3 29,289
投資有価証券売却益 － 61,123
関係会社整理損失引当金戻入額 － 112,795
特別利益合計 － 203,208

特別損失

投資有価証券評価損 144,453 －

関係会社株式評価損 － 43,526
関係会社整理損失引当金繰入額 646,642 20,885
関係会社出資金評価損 20,029 －

特別損失合計 811,125 64,411
税金等調整前当期純利益 2,212,751 2,834,330
法人税、住民税及び事業税 1,299,758 702,016
法人税等調整額 △351,710 481,021
法人税等合計 948,048 1,183,037
少数株主利益 299 255
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【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

　 至　平成21年３月31日） 　 至　平成22年３月31日）

売上高 118,002,745 104,341,787
売上原価 ※2 104,198,362 ※2 91,143,133
売上総利益 13,804,383 13,198,654
販売費及び一般管理費 ※1, ※2 10,288,524 ※1, ※2 10,470,975
営業利益 3,515,859 2,727,678
営業外収益

受取利息 23,339 18,153
受取配当金 128,750 103,840
その他 32,940 41,975
営業外収益合計 185,029 163,968

営業外費用

支払利息 106,663 73,098
売上割引 107,410 100,862
為替差損 443,056 －

その他 19,881 22,152
営業外費用合計 677,011 196,114

経常利益 3,023,876 2,695,532
特別利益

固定資産売却益 － ※3 29,289
投資有価証券売却益 － 61,123
関係会社整理損失引当金戻入額 － 112,795
特別利益合計 － 203,208

特別損失

投資有価証券評価損 144,453 －

関係会社株式評価損 － 43,526
関係会社整理損失引当金繰入額 646,642 20,885
関係会社出資金評価損 20,029 58,072
債務保証損失引当金繰入額 － 154,230
特別損失合計 811,125 276,714

税金等調整前当期純利益 2,212,751 2,622,026
法人税、住民税及び事業税 1,299,758 702,016
法人税等調整額 △351,710 481,021
法人税等合計 948,048 1,183,037
少数株主利益 299 255
当期純利益 1,264,402 1,438,733
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19,580,799 20,895,616当期末残高

（11ページ）
（３）連結株主資本等変動計算書

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)
株主資本

資本金

前期末残高 1,088,000 1,088,000
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,088,000 1,088,000
資本剰余金

前期末残高 805,188 805,188
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 805,188 805,188
利益剰余金

前期末残高 18,387,261 19,315,667
当期変動額

剰余金の配当 △335,996 △335,994
当期純利益 1,264,402 1,651,037
当期変動額合計 928,406 1,315,042

当期末残高 19,315,667 20,630,710
自己株式

前期末残高 △1,628,022 △1,628,057
当期変動額

自己株式の取得 △34 △225
当期変動額合計 △34 △225

当期末残高 △1,628,057 △1,628,282
株主資本合計

前期末残高 18,652,427 19,580,799
当期変動額

剰余金の配当 △ △335,996 335,994
当期純利益 1,264,402 1,651,037
自己株式の取得 △34 △225
当期変動額合計 928,371 1,314,816

…
（以下 省略）

…
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【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)
株主資本

資本金

前期末残高 1,088,000 1,088,000
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,088,000 1,088,000
資本剰余金

前期末残高 805,188 805,188
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 805,188 805,188
利益剰余金

前期末残高 18,387,261 19,315,667
当期変動額

剰余金の配当 △335,996 △335,994
当期純利益 1,264,402 1,438,733
当期変動額合計 928,406 1,102,739

当期末残高 19,315,667 20,418,406
自己株式

前期末残高 △1,628,022 △1,628,057
当期変動額

自己株式の取得 △34 △225
当期変動額合計 △34 △225

当期末残高 △1,628,057 △1,628,282
株主資本合計

前期末残高 18,652,427 19,580,799
当期変動額

剰余金の配当 △335,996 △335,994
当期純利益 1,264,402 1,438,733
自己株式の取得 △34 △225
当期変動額合計 928,371 1,102,513

当期末残高 19,580,799 20,683,312

…
（以下 省略）

…
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（13ページ）
（４）連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,212,751 2,834,330
減価償却費 349,823 357,042
貸倒引当金の増減額（△は減少） △64,878 △135,674
賞与引当金の増減額（△は減少） △21,384 42,302
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,500 13,500
返品調整引当金の増減額（△は減少） 112,571 △165,750
退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,225 22,602
前払年金費用の増減額（△は増加） △200,010 △137,156
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 186 △31,996
受取利息及び受取配当金 △152,089 △121,993
支払利息 106,663 73,098
投資有価証券売却損益（△は益） － △61,123
投資有価証券評価損益（△は益） 144,453 －

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 720,066 △91,910
関係会社株式評価損 － 43,526
関係会社出資金評価損 20,029 －

固定資産売却損益（△は益） － △29,289
売上債権の増減額（△は増加） 2,936,964 3,278,693
固定化債権の増減額 84,151 78,806
たな卸資産の増減額（△は増加） 152,414 2,004,425
仕入債務の増減額（△は減少） △3,253,713 △2,957,512
未払金の増減額（△は減少） 281,055 △103,361
その他 126,329 223,694
小計 3,582,110 5,136,254
利息及び配当金の受取額 151,779 122,004
利息の支払額 △98,624 △81,524
法人税等の支払額 △1,127,745 △1,368,247
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,507,519 3,808,487

…
（以下　省略）

…
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【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,212,751 2,622,026
減価償却費 349,823 357,042
貸倒引当金の増減額（△は減少） △64,878 △135,674
賞与引当金の増減額（△は減少） △21,384 42,302
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,500 13,500
返品調整引当金の増減額（△は減少） 112,571 △165,750
退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,225 22,602
前払年金費用の増減額（△は増加） △200,010 △137,156
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 186 △31,996
受取利息及び受取配当金 △152,089 △121,993
支払利息 106,663 73,098
投資有価証券売却損益（△は益） － △61,123
投資有価証券評価損益（△は益） 144,453 －

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 720,066 △91,910
関係会社株式評価損 － 43,526
関係会社出資金評価損 20,029 58,072
債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 154,230
固定資産売却損益（△は益） － △29,289
売上債権の増減額（△は増加） 2,936,964 3,278,693
固定化債権の増減額 84,151 78,806
たな卸資産の増減額（△は増加） 152,414 2,004,425
仕入債務の増減額（△は減少） △3,253,713 △2,957,512
未払金の増減額（△は減少） 281,055 △103,361
その他 126,329 223,694
小計 3,582,110 5,136,254
利息及び配当金の受取額 151,779 122,004
利息の支払額 △98,624 △81,524
法人税等の支払額 △1,127,745 △1,368,247
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,507,519 3,808,487

…
（以下　省略）

…

－ 16 －



（19ページ）
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(3）重要な引当金の計上基準

【訂正前】

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)

（中略）

⑦　関係会社整理損失引当金 ⑦　関係会社整理損失引当金

　関係会社の事業整理に伴う損失に備えるた
め、当社グループが負担することとなる損失見
込額を計上しております。

　関係会社の事業整理に伴う損失に備えるた
め、当社グループが負担することとなる損失見
込額を計上しております。

（追加情報） （追加情報）
　当社は、平成21年３月16日開催の取締役会に
おいて、非連結子会社である㈱サラブランドの
事業の一部廃止を決議いたしました。それに伴
い、当社グループが負担することとなる損失見
込額を当連結会計年度において引当計上してお
ります。

　当社は、平成22年４月26日開催の取締役会に
おいて、関係会社であるユニオン　ヤギ　ラオ
カンパニーリミテッドの閉鎖を決議いたしまし
た。それに伴い、当社グループが負担すること
となる損失見込額を当連結会計年度において引
当計上しております。

【訂正後】

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)

（中略）

⑦　関係会社整理損失引当金 ⑦　関係会社整理損失引当金

　関係会社の事業整理に伴う損失に備えるた
め、当社グループが負担することとなる損失見
込額を計上しております。

　関係会社の事業整理に伴う損失に備えるた
め、当社グループが負担することとなる損失見
込額を計上しております。

（追加情報） （追加情報）
　当社は、平成21年３月16日開催の取締役会に
おいて、非連結子会社である㈱サラブランドの
事業の一部廃止を決議いたしました。それに伴
い、当社グループが負担することとなる損失見
込額を当連結会計年度において引当計上してお
ります。

　当社は、平成22年４月26日開催の取締役会に
おいて、関係会社であるユニオン　ヤギ　ラオ
カンパニーリミテッドの閉鎖を決議いたしまし
た。それに伴い、当社グループが負担すること
となる損失見込額を当連結会計年度において引
当計上しております。

⑧　債務保証損失引当金

────── 　　関係会社への債務保証等に係る損失に備え
　るため、被保証者の財政状態等を勘案し、損
　失負担見込額を計上しております。

－ 17 －
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注記事項
（連結貸借対照表関係）

【訂正前】

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

（中略）

※４　非連結子会社及び関連会社の株式及び出資金は
　　次のとおりであります。

※４　非連結子会社及び関連会社の株式及び出資金は
　　次のとおりであります。

　　　　　　投資有価証券（株式） 78,526 千円 　　　　　　投資有価証券（株式） 35,000 千円

　　　　　　その他の投資その他の資産
　　　　　　（出資金）

607,151 千円
　　　　　　その他の投資その他の資産
　　　　　　（出資金）

613,521 千円

　５　偶発債務 　５　偶発債務

　　非連結子会社及び関連会社の銀行借入及びＬ／Ｃ
　開設等に対する保証

　　非連結子会社及び関連会社の銀行借入及びＬ／Ｃ
　開設等に対する保証

　　　八木貿易（深圳）有限公司 71,800 千円 　　　八木貿易（深圳）有限公司 220,607 千円

　　　譜洛革時（上海）貿易有限公司 308,740 千円 　　　譜洛革時（上海）貿易有限公司 275,299 千円

　　　　合計 380,540 千円 　　　保定八木化繊有限公司 39,630 千円

　　　　合計 535,536 千円

【訂正後】

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

（中略）

※４　非連結子会社及び関連会社の株式及び出資金は
　　次のとおりであります。

※４　非連結子会社及び関連会社の株式及び出資金は
　　次のとおりであります。

　　　　　　投資有価証券（株式） 78,526 千円 　　　　　　投資有価証券（株式） 35,000 千円

　　　　　　その他の投資その他の資産
　　　　　　（出資金）

607,151 千円
　　　　　　その他の投資その他の資産
　　　　　　（出資金）

555,448 千円

　５　偶発債務 　５　偶発債務

　　非連結子会社及び関連会社の銀行借入及びＬ／Ｃ
　開設等に対する保証

　　非連結子会社及び関連会社の銀行借入及びＬ／Ｃ
　開設等に対する保証

　　　八木貿易（深圳）有限公司 71,800 千円 　　　八木貿易（深圳）有限公司 220,607 千円

　　　譜洛革時（上海）貿易有限公司 308,740 千円 　　　譜洛革時（上海）貿易有限公司 275,299 千円

　　　　合計 380,540 千円 　　　保定八木化繊有限公司 39,630 千円

　　　債務保証損失引当金 △ 154,230 千円

　　　　合計 381,305 千円

－ 18 －
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注記事項

（税効果会計関係）

【訂正前】

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

　　至　平成21年３月31日） 　　至　平成22年３月31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

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

(単位：千円) (単位：千円)

繰延税金資産 繰延税金資産

　退職給付引当金損金算入限度超過額 242,190 　退職給付引当金損金算入限度超過額 251,774

　減損損失 228,451 　減損損失 228,451

　賞与引当金 200,962 　賞与引当金 218,306

　貸倒引当金損金算入限度超過額 182,781 　貸倒引当金損金算入限度超過額 160,815

　関係会社整理損失引当金 295,227 　関係会社整理損失引当金 8,562

　その他 764,873 　その他 630,524

繰延税金資産小計 1,914,487 繰延税金資産小計 1,498,434

　評価性引当額 △277,157 　評価性引当額 △278,658

繰延税金資産合計 1,637,329 繰延税金資産合計 1,219,776

繰延税金負債 繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 496,446 　その他有価証券評価差額金 556,174

　建物圧縮積立金 66,690 　建物圧縮積立金 64,590

　繰延ヘッジ利益 69,556 　繰延ヘッジ利益 62,340

　その他 154,045 　その他 219,730

繰延税金負債合計 786,738 繰延税金負債合計 902,837

繰延税金資産の純額 850,590 繰延税金資産の純額 316,939

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
　との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

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
　との間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額と
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。

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担額と
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。

－ 19 －



【訂正後】

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

　　至　平成21年３月31日） 　　至　平成22年３月31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

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

(単位：千円) (単位：千円)

繰延税金資産 繰延税金資産

　退職給付引当金損金算入限度超過額 242,190 　退職給付引当金損金算入限度超過額 251,774

　減損損失 228,451 　減損損失 228,451

　賞与引当金 200,962 　賞与引当金 218,306

　貸倒引当金損金算入限度超過額 182,781 　貸倒引当金損金算入限度超過額 160,815

　関係会社整理損失引当金 295,227 　債務保証損失引当金 63,234

　その他 764,873 　関係会社整理損失引当金 8,562

繰延税金資産小計 1,914,487 　その他 654,334

　評価性引当額 △277,157 繰延税金資産小計 1,585,478

繰延税金資産合計 1,637,329 　評価性引当額 △ 365,702

繰延税金負債 繰延税金資産合計 1,219,776

　その他有価証券評価差額金 496,446 繰延税金負債

　建物圧縮積立金 66,690 　その他有価証券評価差額金 556,174

　繰延ヘッジ利益 69,556 　建物圧縮積立金 64,590

　その他 154,045 　繰延ヘッジ利益 62,340

繰延税金負債合計 786,738 　その他 219,730

繰延税金資産の純額 850,590 繰延税金負債合計 902,837

繰延税金資産の純額 316,939

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
　との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

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
　との間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額と
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。

(単位：％)

　法定実効税率 41.0

　（調整）

　交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8

　受取配当金等永久に益金に算入されない
　項目 △ 1.2

　評価性引当額の増加 3.5

　その他 0.0

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.1

－ 20 －
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注記事項

（１株当たり情報）

【訂正前】

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

至　平成21年３月31日） 至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 2,421円89銭 １株当たり純資産額 2,587円79銭

１株当たり当期純利益 150円53銭 １株当たり当期純利益  196円56銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載してお
りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載してお
りません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

至　平成21年３月31日) 至　平成22年３月31日)

当期純利益（千円） 1,264,402 1,651,037

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,264,402 1,651,037

期中平均株式数（千株） 8,399 8,399

【訂正後】

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

至　平成21年３月31日） 至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 2,421円89銭 １株当たり純資産額 2,562円51銭

１株当たり当期純利益 150円53銭 １株当たり当期純利益  171円28銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載してお
りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載してお
りません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

至　平成21年３月31日) 至　平成22年３月31日)

当期純利益（千円） 1,264,402 1,438,733

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,264,402 1,438,733

期中平均株式数（千株） 8,399 8,399

－ 21 －
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

【訂正前】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)
資産の部

流動資産

現金及び預金 2,569,148 933,662
受取手形 ※4 10,381,955 10,787,644
売掛金 ※4 19,764,994 15,896,998
有価証券 － 10,001
商品 5,918,870 4,045,341
前渡金 14,281 9,680
前払費用 8,390 3,222
繰延税金資産 738,272 603,958
その他 393,514 372,914
貸倒引当金 △321,645 △319,221
流動資産合計 39,467,782 32,344,201

固定資産

有形固定資産

建物 3,208,943 ※2 3,232,154
減価償却累計額 △1,441,600 △1,492,567
建物（純額） 1,767,343 1,739,587

構築物 53,215 53,215
減価償却累計額 △48,616 △49,308
構築物（純額） 4,599 3,907

車両運搬具 55,217 52,255
減価償却累計額 △37,535 △38,801
車両運搬具（純額） 17,681 13,453

器具及び備品 437,641 458,917
減価償却累計額 △296,238 △344,275
器具及び備品（純額） 141,403 114,641

土地 562,573 592,511
有形固定資産合計 2,493,601 2,464,100

無形固定資産

ソフトウエア 93,399 68,334
電話加入権 355 355
無形固定資産合計 93,755 68,689

投資その他の資産

投資有価証券 3,885,053 4,081,251
関係会社株式 676,403 632,877
出資金 15,334 19,835
関係会社出資金 526,248 526,248
従業員長期貸付金 26,877 25,136
長期貸付金 － 76,000

－ 22 －



【訂正後】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)
資産の部

流動資産

現金及び預金 2,569,148 933,662
受取手形 ※4 10,381,955 10,787,644
売掛金 ※4 19,764,994 15,896,998
有価証券 － 10,001
商品 5,918,870 4,045,341
前渡金 14,281 9,680
前払費用 8,390 3,222
繰延税金資産 738,272 603,958
その他 393,514 372,914
貸倒引当金 △321,645 △319,221
流動資産合計 39,467,782 32,344,201

固定資産

有形固定資産

建物 3,208,943 ※2 3,232,154
減価償却累計額 △1,441,600 △1,492,567
建物（純額） 1,767,343 1,739,587

構築物 53,215 53,215
減価償却累計額 △48,616 △49,308
構築物（純額） 4,599 3,907

車両運搬具 55,217 52,255
減価償却累計額 △37,535 △38,801
車両運搬具（純額） 17,681 13,453

器具及び備品 437,641 458,917
減価償却累計額 △296,238 △344,275
器具及び備品（純額） 141,403 114,641

土地 562,573 592,511
有形固定資産合計 2,493,601 2,464,100

無形固定資産

ソフトウエア 93,399 68,334
電話加入権 355 355
無形固定資産合計 93,755 68,689

投資その他の資産

投資有価証券 3,885,053 4,081,251
関係会社株式 676,403 632,877
出資金 15,334 19,835
関係会社出資金 526,248 457,338
従業員長期貸付金 26,877 25,136
長期貸付金 － 76,000

－ 23 －
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【訂正前】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)
関係会社長期貸付金 406,000 78,256
固定化債権 ※1 488,054 ※1 409,247
長期前払費用 6,092 5,893
前払年金費用 219,409 356,565
差入保証金 110,566 104,059
繰延税金資産 92,395 －

その他 155,316 96,870
貸倒引当金 △512,893 △382,450
投資その他の資産合計 6,094,858 6,029,791

固定資産合計 8,682,215 8,562,582
資産合計 48,149,997 40,906,784

負債の部

流動負債

支払手形 3,230,554 2,325,355
買掛金 12,499,408 10,487,510
短期借入金 8,850,000 4,450,000
未払金 3,126,618 3,030,136
未払費用 74,150 66,661
未払法人税等 664,000 42,500
前受金 9,813 11,891
預り金 54,421 61,220
前受収益 413 421
賞与引当金 441,000 486,000
役員賞与引当金 67,500 81,000
返品調整引当金 286,987 121,237
その他 2,656 －

流動負債合計 29,307,523 21,163,934
固定負債

繰延税金負債 － 309,401
退職給付引当金 567,879 592,589
関係会社整理損失引当金 720,066 20,885
預り保証金 981,008 1,013,707
その他 296,505 292,455
固定負債合計 2,565,458 2,229,039

負債合計 31,872,982 23,392,973

－ 24 －



【訂正後】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)
関係会社長期貸付金 406,000 78,256
固定化債権 ※1 488,054 ※1 409,247
長期前払費用 6,092 5,893
前払年金費用 219,409 356,565
差入保証金 110,566 104,059
繰延税金資産 92,395 －

その他 155,316 96,870
貸倒引当金 △512,893 △382,450
投資その他の資産合計 6,094,858 5,960,881

固定資産合計 8,682,215 8,493,671
資産合計 48,149,997 40,837,873

負債の部

流動負債

支払手形 3,230,554 2,325,355
買掛金 12,499,408 10,487,510
短期借入金 8,850,000 4,450,000
未払金 3,126,618 3,030,136
未払費用 74,150 66,661
未払法人税等 664,000 42,500
前受金 9,813 11,891
預り金 54,421 61,220
前受収益 413 421
賞与引当金 441,000 486,000
役員賞与引当金 67,500 81,000
返品調整引当金 286,987 121,237
その他 2,656 －

流動負債合計 29,307,523 21,163,934
固定負債

繰延税金負債 － 309,401
退職給付引当金 567,879 592,589
関係会社整理損失引当金 720,066 20,885
債務保証損失引当金 － 154,230
預り保証金 981,008 1,013,707
その他 296,505 292,455
固定負債合計 2,565,458 2,383,269

負債合計 31,872,982 23,547,204

－ 25 －
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【訂正前】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)
純資産の部

株主資本

資本金 1,088,000 1,088,000
資本剰余金

資本準備金 805,188 805,188
資本剰余金合計 805,188 805,188

利益剰余金

利益準備金 272,000 272,000
その他利益剰余金

配当準備積立金 520,000 520,000
建物圧縮積立金 95,969 92,947
土地圧縮積立金 － 13,656
別途積立金 11,600,000 12,250,000
繰越利益剰余金 2,707,187 3,228,992

利益剰余金合計 15,195,156 16,377,595
自己株式 △1,628,057 △1,628,282
株主資本合計 15,460,288 16,642,501

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 716,634 781,598
繰延ヘッジ損益 100,092 89,710
評価・換算差額等合計 816,727 871,308

純資産合計 16,277,015 17,513,810
負債純資産合計 48,149,997 40,906,784

【訂正後】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)
純資産の部

株主資本

資本金 1,088,000 1,088,000
資本剰余金

資本準備金 805,188 805,188
資本剰余金合計 805,188 805,188

利益剰余金

利益準備金 272,000 272,000
その他利益剰余金

配当準備積立金 520,000 520,000
建物圧縮積立金 95,969 92,947
土地圧縮積立金 － 13,656
別途積立金 11,600,000 12,250,000
繰越利益剰余金 2,707,187 3,005,851

利益剰余金合計 15,195,156 16,154,454
自己株式 △1,628,057 △1,628,282
株主資本合計 15,460,288 16,419,360

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 716,634 781,598
繰延ヘッジ損益 100,092 89,710
評価・換算差額等合計 816,727 871,308

純資産合計 16,277,015 17,290,669
負債純資産合計 48,149,997 40,837,873

－ 26 －
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（2）損益計算書

【訂正前】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)
売上高 112,755,830 99,540,010
売上原価

商品期首たな卸高 6,034,906 5,918,870
当期商品仕入高 99,950,963 85,371,014
合計 105,985,870 91,289,885
商品期末たな卸高 5,918,870 4,045,341
商品売上原価 100,066,999 87,244,543

売上総利益 12,688,831 12,295,466
販売費及び一般管理費

保管料 434,355 414,881
運賃 980,720 922,130
販売手数料 1,902,134 2,222,558
貸倒引当金繰入額 50,242 －

従業員給与 2,323,345 2,294,902
従業員賞与 451,957 421,220
賞与引当金繰入額 441,000 486,000
役員賞与引当金繰入額 67,500 81,000
法定福利費 442,017 450,624
退職給付費用 130,194 198,961
減価償却費 179,549 160,961
賃借料 361,446 322,765
その他 1,874,852 1,843,677
販売費及び一般管理費合計 9,639,316 9,819,683

営業利益 3,049,514 2,475,783
営業外収益

受取利息 20,302 11,647
受取配当金 150,577 ※1 120,079
その他 11,665 12,334
営業外収益合計 182,546 144,061

営業外費用

支払利息 100,770 72,204
売上割引 105,262 100,848
為替差損 452,664 －

その他 17,732 21,602
営業外費用合計 676,429 194,655

経常利益 2,555,631 2,425,188
特別利益

固定資産売却益 － ※2 29,289
投資有価証券売却益 － 61,123
関係会社整理損失引当金戻入額 － 112,795
貸倒引当金戻入額 － 24,206
特別利益合計 － 227,415

特別損失

投資有価証券評価損 85,273 －

関係会社株式評価損 － 43,526
関係会社整理損失引当金繰入額 646,642 20,885
特別損失合計 731,915 64,411

税引前当期純利益 1,823,715 2,588,192
法人税、住民税及び事業税 1,107,802 571,576
法人税等調整額 △363,234 498,182
法人税等合計 744,568 1,069,759
当期純利益 1,079,147 1,518,433

－ 27 －



【訂正後】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)
売上高 112,755,830 99,540,010
売上原価

商品期首たな卸高 6,034,906 5,918,870
当期商品仕入高 99,950,963 85,371,014
合計 105,985,870 91,289,885
商品期末たな卸高 5,918,870 4,045,341
商品売上原価 100,066,999 87,244,543

売上総利益 12,688,831 12,295,466
販売費及び一般管理費

保管料 434,355 414,881
運賃 980,720 922,130
販売手数料 1,902,134 2,222,558
貸倒引当金繰入額 50,242 －

従業員給与 2,323,345 2,294,902
従業員賞与 451,957 421,220
賞与引当金繰入額 441,000 486,000
役員賞与引当金繰入額 67,500 81,000
法定福利費 442,017 450,624
退職給付費用 130,194 198,961
減価償却費 179,549 160,961
賃借料 361,446 322,765
その他 1,874,852 1,843,677
販売費及び一般管理費合計 9,639,316 9,819,683

営業利益 3,049,514 2,475,783
営業外収益

受取利息 20,302 11,647
受取配当金 150,577 ※1 120,079
その他 11,665 12,334
営業外収益合計 182,546 144,061

営業外費用

支払利息 100,770 72,204
売上割引 105,262 100,848
為替差損 452,664 －

その他 17,732 21,602
営業外費用合計 676,429 194,655

経常利益 2,555,631 2,425,188
特別利益

固定資産売却益 － ※2 29,289
投資有価証券売却益 － 61,123
関係会社整理損失引当金戻入額 － 112,795
貸倒引当金戻入額 － 24,206
特別利益合計 － 227,415

特別損失

投資有価証券評価損 85,273 －

関係会社株式評価損 － 43,526
関係会社出資金評価損 － 68,910
関係会社整理損失引当金繰入額 646,642 20,885
債務保証損失引当金繰入額 － 154,230
特別損失合計 731,915 287,552

税引前当期純利益 1,823,715 2,365,051
法人税、住民税及び事業税 1,107,802 571,576
法人税等調整額 △363,234 498,182
法人税等合計 744,568 1,069,759
当期純利益 1,079,147 1,295,292

－ 28 －
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（3）株主資本等変動計算書

（44ページ）

【訂正前】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

　(自　平成20年４月１日 　(自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)
繰越利益剰余金

前期末残高 2,609,197 2,707,187
当期変動額

剰余金の配当 △335,996 △335,994
土地圧縮積立金の積立 － △13,656
建物圧縮積立金の積立 － △1,586
建物圧縮積立金の取崩 4,838 4,609
別途積立金の積立 △650,000 △650,000
当期純利益 1,079,147 1,518,433
当期変動額合計 97,990 521,805

当期末残高 2,707,187 3,228,992
…

（中略）
…

株主資本合計

前期末残高 14,717,172 15,460,288
当期変動額

剰余金の配当 △335,996 △335,994
当期純利益 1,079,147 1,518,433
自己株式の取得 △34 △225
当期変動額合計 743,116 1,182,213

当期末残高 15,460,288 16,642,501

－ 29 －



【訂正後】
(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

　(自　平成20年４月１日 　(自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)
繰越利益剰余金

前期末残高 2,609,197 2,707,187
当期変動額

剰余金の配当 △335,996 △335,994
土地圧縮積立金の積立 － △13,656
建物圧縮積立金の積立 － △1,586
建物圧縮積立金の取崩 4,838 4,609
別途積立金の積立 △650,000 △650,000
当期純利益 1,079,147 1,295,292
当期変動額合計 97,990 298,664

当期末残高 2,707,187 3,005,851

…
（中略）

…
株主資本合計

前期末残高 14,717,172 15,460,288
当期変動額

剰余金の配当 △335,996 △335,994
当期純利益 1,079,147 1,295,292
自己株式の取得 △34 △225
当期変動額合計 743,116 959,072

当期末残高 15,460,288 16,419,360

－ 30 －
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重要な会計方針
５．引当金の計上基準

【訂正前】

前事業年度 当事業年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

　　至　平成21年３月31日） 　　至　平成22年３月31日）

（中略）

(6）関係会社整理損失引当金 (6）関係会社整理損失引当金

　関係会社の事業整理に伴う損失に備えるため、
当社が負担することとなる損失見込額を計上して
おります。

　関係会社の事業整理に伴う損失に備えるため、当
社が負担することとなる損失見込額を計上しており
ます。

（追加情報） （追加情報）

 当社は、平成21年３月16日開催の取締役会におい
て、非連結子会社である㈱サラブランドの事業の
一部廃止を決議いたしました。それに伴い、当社
が負担することとなる損失見込額を当事業年度に
おいて引当計上しております。

 当社は、平成22年４月26日開催の取締役会におい
て、関係会社であるユニオン　ヤギ　ラオ　カンパ
ニーリミテッドの閉鎖を決議いたしました。それに
伴い、当社が負担することとなる損失見込額を当事
業年度において引当計上しております。

【訂正後】

前事業年度 当事業年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

　　至　平成21年３月31日） 　　至　平成22年３月31日）

（中略）

(6）関係会社整理損失引当金 (6）関係会社整理損失引当金

　関係会社の事業整理に伴う損失に備えるため、
当社が負担することとなる損失見込額を計上して
おります。

　関係会社の事業整理に伴う損失に備えるため、当
社が負担することとなる損失見込額を計上しており
ます。

（追加情報） （追加情報）

 当社は、平成21年３月16日開催の取締役会におい
て、非連結子会社である㈱サラブランドの事業の
一部廃止を決議いたしました。それに伴い、当社
が負担することとなる損失見込額を当事業年度に
おいて引当計上しております。

 当社は、平成22年４月26日開催の取締役会におい
て、関係会社であるユニオン　ヤギ　ラオ　カンパ
ニーリミテッドの閉鎖を決議いたしました。それに
伴い、当社が負担することとなる損失見込額を当事
業年度において引当計上しております。

────── 　 (7）債務保証損失引当金
関係会社への債務保証等に係る損失に備えるた

め、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込
額を計上しております。

－ 31 －
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注記事項
（貸借対照表関係）

【訂正前】

前事業年度 当事業年度

（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

※１　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権で
　　あります。

※１　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権で
　　あります。

　　　このうち、担保処分等による回収見込額は
　　19,415千円であります。

　　　このうち、担保処分等による回収見込額は
　　72,821千円であります。

――――――

　※２　圧縮記帳

国庫補助金等の受入れにより、下記の圧縮記帳額を当該
資産の取得価額から控除しております。

建物 2,000 千円
　３　偶発債務 　３　偶発債務

保証債務 保証債務

　関係会社の銀行借入及びＬ／Ｃ開設等に対する保
証

　関係会社の銀行借入及びＬ／Ｃ開設等に対する保
証

八木貿易（深圳）有限公司 71,800 千円 八木貿易（深圳）有限公司 220,607 千円

譜洛革時（上海）貿易有限公司 308,740 千円 譜洛革時（上海）貿易有限公司 275,299 千円

ヤギ香港リミテッド 321,836 千円 ヤギ香港リミテッド 317,315 千円

合計 702,376 千円 保定八木化繊有限公司 39,630 千円

合計 852,851 千円

※４　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で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。

――――――

受取手形 441 千円

売掛金 831,178 千円

【訂正後】

前事業年度 当事業年度

（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

※１　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権で
　　あります。

※１　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権で
　　あります。

　　　このうち、担保処分等による回収見込額は
　　19,415千円であります。

　　　このうち、担保処分等による回収見込額は
　　72,821千円であります。

――――――

　※２　圧縮記帳

国庫補助金等の受入れにより、下記の圧縮記帳額を当該
資産の取得価額から控除しております。

建物 2,000 千円
　３　偶発債務 　３　偶発債務

保証債務 保証債務

　関係会社の銀行借入及びＬ／Ｃ開設等に対する保
証

　関係会社の銀行借入及びＬ／Ｃ開設等に対する保
証

八木貿易（深圳）有限公司 71,800 千円 八木貿易（深圳）有限公司 220,607 千円

譜洛革時（上海）貿易有限公司 308,740 千円 譜洛革時（上海）貿易有限公司 275,299 千円

ヤギ香港リミテッド 321,836 千円 ヤギ香港リミテッド 317,315 千円

合計 702,376 千円 保定八木化繊有限公司 39,630 千円

債務保証損失引当金 △ 154,230 千円

合計 698,620 千円

※４　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で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。

――――――

受取手形 441 千円

売掛金 831,178 千円
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（53ページ）
注記事項
（税効果会計関係）

【訂正前】

前事業年度 当事業年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

至　平成21年３月31日） 至　平成22年３月31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

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

(単位：千円) (単位：千円)

繰延税金資産 繰延税金資産

　退職給付引当金 232,830 　退職給付引当金 242,961

　減損損失 218,726 　減損損失 218,726

　貸倒引当金損金算入限度超過額 183,132 　貸倒引当金損金算入限度超過額 161,355

　賞与引当金 180,810 　賞与引当金 199,260

　関係会社整理損失引当金 295,227 　関係会社整理損失引当金 8,562

　その他 711,579 　その他 558,381

繰延税金資産小計 1,822,306 繰延税金資産小計 1,389,248

　評価性引当額 △267,433 　評価性引当額 △268,934

繰延税金資産合計 1,554,873 繰延税金資産合計 1,120,314

繰延税金負債 繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 498,000 　その他有価証券評価差額金 543,144

　建物圧縮積立金 66,690 　建物圧縮積立金 64,590

　繰延ヘッジ利益 69,556 　繰延ヘッジ利益 62,340

　その他 89,957 　その他 155,681

繰延税金負債合計 724,204 繰延税金負債合計 825,757

繰延税金資産の純額 830,668 繰延税金資産の純額 294,556

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

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間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
担額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。

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担額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。
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【訂正後】

前事業年度 当事業年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

至　平成21年３月31日） 至　平成22年３月31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

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

(単位：千円) (単位：千円)

繰延税金資産 繰延税金資産

　退職給付引当金 232,830 　退職給付引当金 242,961

　減損損失 218,726 　減損損失 218,726

　貸倒引当金損金算入限度超過額 183,132 　貸倒引当金損金算入限度超過額 161,355

　賞与引当金 180,810 　賞与引当金 199,260

　関係会社整理損失引当金 295,227 　債務保証損失引当金 63,234

　その他 711,579 　関係会社整理損失引当金 8,562

繰延税金資産小計 1,822,306 　その他 586,634

　評価性引当額 △267,433 繰延税金資産小計 1,480,736

繰延税金資産合計 1,554,873 　評価性引当額 △ 360,421

繰延税金負債 繰延税金資産合計 1,120,314

　その他有価証券評価差額金 498,000 繰延税金負債

　建物圧縮積立金 66,690 　その他有価証券評価差額金 543,144

　繰延ヘッジ利益 69,556 　建物圧縮積立金 64,590

　その他 89,957 　繰延ヘッジ利益 62,340

繰延税金負債合計 724,204 　その他 155,681

繰延税金資産の純額 830,668 繰延税金負債合計 825,757

繰延税金資産の純額 294,556

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

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間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
額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。

(単位：％)

　法定実効税率 41.0

　（調整）

　交際費等永久に損金に算入されない
　項目 1.9

　受取配当金等永久に益金に算入され
　ない項目 △ 1.3

　評価性引当額の増加 3.9

　その他 △ 0.3

　税効果会計適用後の法人税等の負担
　率 45.2
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注記事項
（１株当たり情報）

【訂正前】

前事業年度 当事業年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

至　平成21年３月31日） 至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,937円77銭 １株当たり純資産額 2,085円06銭

１株当たり当期純利益 128円47銭 １株当たり当期純利益 180円77銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記
載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し
ておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)

当期純利益（千円） 1,079,147 1,518,433

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,079,147 1,518,433

期中平均株式数（千株） 8,399 8,399

【訂正後】

前事業年度 当事業年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

至　平成21年３月31日） 至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,937円77銭 １株当たり純資産額 2,058円50銭

１株当たり当期純利益 128円47銭 １株当たり当期純利益 154円21銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記
載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し
ておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日

　至　平成21年３月31日) 　至　平成22年３月31日)

当期純利益（千円） 1,079,147 1,295,292

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,079,147 1,295,292

期中平均株式数（千株） 8,399 8,399

以上
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