
 

 

 
平成 22 年 5 月 28 日 

各      位 
会 社 名  株式会社 ジャムコ 
代表者名  代表取締役社長 寺田 修 
 （コード番号 7408 東証第 2 部） 
問合せ先  常務取締役 大倉 敏治  
 （TEL．0422－31－6114） 

 
 

（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 
  

平成22年5月11日に公表いたしました、「平成22年3月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがあり

ましたので、平成22年5月13日に「平成22年3月期 決算短信」の一部訂正について を公表しまし

たが、このたび更に一部に訂正すべき箇所がありましたので下記のとおり訂正いたします。 

主な訂正理由は、外注加工費の一部について工事内容を調査した結果、平成22年3月期に計上すべ

きものであると判断したことによるものです。訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 
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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） 

【訂正前】 

(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 40,221 △3.7 946 24.1 519 △21.7 127 △86.5 

 21年3月期 41,749 △6.5 762 △66.6 663 △51.9 941 13.9 
 

 
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 4.75 － 0.8 0.9 2.4 

 21年3月期 35.10 － 6.3 1.2 1.8  
(参考) 持分法投資損益  22年3月期 11百万円  21年3月期 75百万円

 

(2) 連結財政状態  
 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 銭 

 22年3月期 57,151 15.943 26.7 569.50 

 21年3月期 59,077 15,827 25.9 570.64  
(参考) 自己資本  22年3月期 15,281百万円  21年3月期 15,312百万円
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【訂正後】 

(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 40,221 △3.7 908 19.1 481 △27.4 109 △88.3 

 21年3月期 41,749 △6.5 762 △66.6 663 △51.9 941 13.9 
 

 
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 4.09 － 0.7 0.8 2.3 

 21年3月期 35.10 － 6.3 1.2 1.8  
(参考) 持分法投資損益  22年3月期 11百万円  21年3月期 75百万円

 

(2) 連結財政状態  
 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 銭

 22年3月期 57,152 15,925 26.7 568.85 

 21年3月期 59,077 15,827 25.9 570.64  
(参考) 自己資本  22年3月期 15,263百万円  21年3月期 15,312百万円
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2. 配当の状況 

【訂正前】 

 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 － 5.00 － 134 14.2 0.9

 22年3月期 － 0.00 － 5.00 － 134 105.3 0.9

23年3月期 
(予想) 

－ 0.00 － 5.00 －  37.3 

 

【訂正後】 

 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 － 5.00 － 134 14.2 0.9

 22年3月期 － 0.00 － 5.00 － 134 122.2 0.9

23年3月期 
(予想) 

－ 0.00 － 5.00 －  37.3 
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(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） 

【訂正前】 

(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 35,754 △5.6 711 60.1 394 4.1 36 △87.5 

 21年3月期 37,877 △6.0 444 △76.0 378 △62.1 291 △48.8 
 
 

 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 1.35 －
 21年3月期 10.85 －

 

(2) 個別財政状態 

 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 銭

 22年3月期 49,410 13,092 26.5 487.92 

 21年3月期 50,290 13,164 26.2 490.59  
(参考) 自己資本  22年3月期 13,092百万円  21年3月期 13,164百万円

 

【訂正後】 

 (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 35,754 △5.6 673 51.4 355 △6.2 18 △93.7 

 21年3月期 37,877 △6.0 444 △76.0 378 △62.1 291 △48.8 
 

 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 0.68 －
 21年3月期 10.85 －

 

(2) 個別財政状態 

 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 銭

 22年3月期 49,430 13,074 26.4 487.25 

 21年3月期 50,290 13,164 26.2 490.59  
(参考) 自己資本  22年3月期 13,074百万円  21年3月期 13,164百万円
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Ⅱ．定性的情報・財務諸表等 

１． 経営成績 

（１） 経営成績に関する分析  

 

【訂正前】 

（省略） 

この結果、当期の経営成績は、連結売上高 40,221百万円（前期比 1,528百万円減）、連結営業利益946百万円（前期

比 183百万円増）、連結経常利益 519百万円（前期比 143百万円減）、連結当期純利益 127百万円（前期比 814百万

円減）となりました。 

 

【訂正後】 

（省略） 

この結果、当期の経営成績は、連結売上高 40,221百万円（前期比 1,528百万円減）、連結営業利益908百万円（前期

比 145百万円増）、連結経常利益 481百万円（前期比 181百万円減）、連結当期純利益 109百万円（前期比 831百万

円減）となりました。 
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Ⅱ．定性的情報・財務諸表等 

１． 経営成績 

（1） 経営成績に関する分析  

① 事業の種類別セグメントの業績 

 

【訂正前】 

[航空機内装品等製造関連事業]  

（省略） 

この結果、航空機内装品等製造関連事業は、売上高 26,540百万円（前期比 1,262百万円減）、営業利益 390百万円

（前期比 3百万円増）となりました。 

 

【訂正後】 

[航空機内装品等製造関連事業]  

（省略） 

この結果、航空機内装品等製造関連事業は、売上高 26,540百万円（前期比 1,262百万円減）、営業利益 352百万円

（前期比 35百万円減）となりました。 
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Ⅱ．定性的情報・財務諸表等 

１． 経営成績 

（１） 経営成績に関する分析  

② 所在地別セグメントの業績 

 

【訂正前】 

 [ 日 本 ] 

航空機内装品等製造関連事業、航空機器等製造関連事業及び航空機整備等関連事業共に、事業の種類別セグメント

の項目で説明したとおりであります。 

この結果、売上高 35,106百万円（前期比 1,507百万円減）､営業利益 783百万円(前期比 186百万円増)となりまし

た。 

 

【訂正後】 

 [ 日 本 ] 

航空機内装品等製造関連事業、航空機器等製造関連事業及び航空機整備等関連事業共に、事業の種類別セグメント

の項目で説明したとおりであります。 

この結果、売上高 35,106百万円（前期比 1,507百万円減）､営業利益 745百万円(前期比 148百万円増)となりまし

た。 
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Ⅱ．定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

（2） 財政状態に関する分析  

 

【訂正前】 

① 資産・負債・純資産の状況. 

当連結会計年度末の資産総額は57,151百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,925百万円減少しました。主な要

因はボーイング787内装品の出荷繰り延べなどで商品及び製品と仕掛品が増加（前期比 979百万円増）し、又、第4四半

期に売上高が急増して受取手形及び売掛金が増加（前期比 652百万円増）しましたが、現金及び預金の減少（前期比 

1,422百万円減）と原材料及び貯蔵品の減少（前期比 731百万円減）等により流動資産合計は前期比741百万円減少し

ました。又、固定資産合計では、設備機材などの更新時期を遅らせて設備投資額を抑えたことなどにより、前期比1,183

百万円減少しました。 

負債総額は41,208百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,041百万円の減少となりました。主な要因は、短期借入

金及び長期借入金の減少（前期比 2,390百万円減）等によるものです。 

純資産合計は15,943百万円となり、前連結会計年度末に比べ115百万円の増加となりました。主な要因は少数株主持

分の増加（前期比 147百万円増）等によるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末25.9％から26.7％と

なりました。 
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【訂正後】 

① 資産・負債・純資産の状況. 

当連結会計年度末の資産総額は57,152百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,924百万円減少しました。主な要

因はボーイング787内装品の出荷繰り延べなどで商品及び製品と仕掛品が増加（前期比 959百万円増）し、又、第4四半

期に売上高が急増して受取手形及び売掛金が増加（前期比 652百万円増）しましたが、現金及び預金の減少（前期比 

1,422百万円減）と原材料及び貯蔵品の減少（前期比 731百万円減）等により流動資産合計は前期比740百万円減少し

ました。又、固定資産合計では、設備機材などの更新時期を遅らせて設備投資額を抑えたことなどにより、前期比1,183

百万円減少しました。 

負債総額は41,227百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,022百万円の減少となりました。主な要因は、短期借入

金及び長期借入金の減少（前期比 2,390百万円減）等によるものです。 

純資産合計は15,925百万円となり、前連結会計年度末に比べ98百万円の増加となりました。主な要因は少数株主持

分の増加（前期比 147百万円増）等によるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末25.9％から26.7％と

なりました。 
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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
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 6,230,591 4,808,542

　　受取手形及び売掛金 13,438,976 14,091,752

　　商品及び製品 166,932 514,735

　　仕掛品 14,599,555 15,231,103

　　原材料及び貯蔵品 6,914,051 6,182,393

　　繰延税金資産 1,590,427 1,846,590

　　未収消費税等 340,607 130,142

　　その他 1,556,342 1,288,932

　　貸倒引当金 △3,780 △2,464

　　流動資産合計 44,833,704 44,091,729

　固定資産

　（省略）

　資産合計 59,077,287 57,151,752

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 5,241,496 4,715,471

　　短期借入金 17,187,890 15,718,176

　　リース債務 24,739 86,894

　　未払法人税等 71,960 204,115

　　未払消費税等 25,423 62,059

　　未払費用 663,225 770,783

　　前受金 4,740,784 4,777,052

　　繰延税金負債 11,801 -

　　賞与引当金 1,039,542 1,048,915

　　工事損失引当金 322,070 736,766

　　その他 1,425,768 1,221,003

　　流動負債合計 30,754,702 29,341,237

　固定負債

　（省略）

　負債合計 43,249,960 41,208,631

純資産の部

　株主資本

　　資本金 5,359,893 5,359,893

　　資本剰余金 4,367,993 4,367,993

　　利益剰余金 5,749,931 5,743,161

　　自己株式 △25,311 △25,931

　　株主資本合計 15,452,506 15,445,116

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 82,312 108,683

　　為替換算調整勘定 △222,110 △272,487

　　評価・換算差額等合計 △139,797 △163,803

　少数株主持分 514,617 661,807

　純資産合計 15,827,326 15,943,120

負債純資産合計 59,077,287 57,151,752
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4.【連結財務諸表】
　(1)【連結貸借対照表】

【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 6,230,591 4,808,542

　　受取手形及び売掛金 13,438,976 14,091,752

　　商品及び製品 166,932 514,735

　　仕掛品 14,599,555 15,211,627

　　原材料及び貯蔵品 6,914,051 6,182,393

　　繰延税金資産 1,590,427 1,867,044

　　未収消費税等 340,607 130,142

　　その他 1,556,342 1,288,932

　　貸倒引当金 △3,780 △2,464

　　流動資産合計 44,833,704 44,092,707

　固定資産

　（省略）

　資産合計 59,077,287 57,152,731

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 5,241,496 4,734,127

　　短期借入金 17,187,890 15,718,176

　　リース債務 24,739 86,894

　　未払法人税等 71,960 203,991

　　未払消費税等 25,423 62,059

　　未払費用 663,225 770,783

　　前受金 4,740,784 4,777,052

　　繰延税金負債 11,801 -

　　賞与引当金 1,039,542 1,048,915

　　工事損失引当金 322,070 736,766

　　その他 1,425,768 1,221,003

　　流動負債合計 30,754,702 29,359,768

　固定負債

　（省略）

　負債合計 43,249,960 41,227,163

純資産の部

　株主資本

　　資本金 5,359,893 5,359,893

　　資本剰余金 4,367,993 4,367,993

　　利益剰余金 5,749,931 5,725,608

　　自己株式 △25,311 △25,931

　　株主資本合計 15,452,506 15,427,563

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 82,312 108,683

　　為替換算調整勘定 △222,110 △272,487

　　評価・換算差額等合計 △139,797 △163,803

　少数株主持分 514,617 661,807

　純資産合計 15,827,326 15,925,567

負債純資産合計 59,077,287 57,152,731
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　(2)【連結損益計算書】

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 41,749,409 40,221,197

売上原価 36,160,438 35,053,589

売上総利益 5,588,971 5,167,608

販売費及び一般管理費 4,826,153 4,221,152

営業利益 762,817 946,455

（省略）

経常利益 663,551 519,757

（省略）

税金等調整前当期純利益 824,547 516,163

法人税、住民税及び事業税 126,408 174,169

法人税等調整額 △289,498 160,412

法人税等合計 △163,089 334,582

少数株主利益 45,813 54,180

当期純利益 941,823 127,400

【訂正後】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 41,749,409 40,221,197

売上原価 36,160,438 35,091,721

売上総利益 5,588,971 5,129,476

販売費及び一般管理費 4,826,153 4,221,028

営業利益 762,817 908,447

（省略）

経常利益 663,551 481,750

（省略）

税金等調整前当期純利益 824,547 478,156

法人税、住民税及び事業税 126,408 174,169

法人税等調整額 △289,498 139,958

法人税等合計 △163,089 314,128

少数株主利益 45,813 54,180

当期純利益 941,823 109,847
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　(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
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

　（省略）

　利益剰余金

　　前期末残高 5,023,309 5,749,931

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　当期純利益 941,823 127,400

　　　自己株式の処分 △549 -

　　　当期変動額合計 726,621 △6,769

　　当期末残高 5,749,931 5,743,161

　（省略）

　株主資本合計

　　前期末残高 14,724,416 15,452,506

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　当期純利益 941,823 127,400

　　　自己株式の取得 △1,565 △620

　　　自己株式の処分 2,484 -

　　　当期変動額合計 728,090 △7,389

　　当期末残高 15,452,506 15,445,116

　（省略）

純資産合計

　前期末残高 15,179,164 15,827,326

　当期変動額

　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　当期純利益 941,823 127,400

　　自己株式の取得 △1,565 △620

　　自己株式の処分 2,484 -

　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　（純額）

△79,928 123,183

　　当期変動額合計 648,162 115,794

　当期末残高 15,827,326 15,943,120
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　(3)【連結株主資本等変動計算書】

【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

　（省略）

　利益剰余金

　　前期末残高 5,023,309 5,749,931

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　当期純利益 941,823 109,847

　　　自己株式の処分 △549 -

　　　当期変動額合計 726,621 △24,323

　　当期末残高 5,749,931 5,725,608

　（省略）

　株主資本合計

　　前期末残高 14,724,416 15,452,506

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　当期純利益 941,823 109,847

　　　自己株式の取得 △1,565 △620

　　　自己株式の処分 2,484 -

　　　当期変動額合計 728,090 △24,943

　　当期末残高 15,452,506 15,427,563

　（省略）

純資産合計

　前期末残高 15,179,164 15,827,326

　当期変動額

　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　当期純利益 941,823 109,847

　　自己株式の取得 △1,565 △620

　　自己株式の処分 2,484 -

　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　（純額）

△79,928 123,183

　　当期変動額合計 648,162 98,240

　当期末残高 15,827,326 15,925,567
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【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１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 824,547 516,163

　（省略）

　たな卸資産の増減額（△は増加） △3,835,874 △392,938

　仕入債務の増減額（△は減少） △1,121,004 △458,184

　前受金の増減額（△は減少） 4,391,831 36,267

　その他 189,287 767,401

　小計 1,580,337 1,924,417

【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１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 824,547 478,156

　（省略）

　たな卸資産の増減額（△は増加） △3,835,874 △373,462

　仕入債務の増減額（△は減少） △1,121,004 △439,528

　前受金の増減額（△は減少） 4,391,831 36,267

　その他 189,287 767,276

　小計 1,580,337 1,924,417

　(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】 

 (連結損益計算書関係) 

【訂正前】 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（省略） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

保証工事費 987,018千円

給料手当 1,149,749 

賞与引当金繰入額 119,266 

退職給付費用 69,550 

役員退職慰労引当金繰入額 69,839 

減価償却費 57,800 

試験研究費 439,109 

（省略） 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

保証工事費 590,395千円

給料手当 1,130,203 

賞与引当金繰入額 127,554 

退職給付費用 78,339 

役員退職慰労引当金繰入額 62,910 

減価償却費 56,722 

試験研究費 325,712 

（省略） （省略） 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（省略） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

保証工事費 987,018千円

給料手当 1,149,749 

賞与引当金繰入額 119,266 

退職給付費用 69,550 

役員退職慰労引当金繰入額 69,839 

減価償却費 57,800 

試験研究費 439,109 

（省略） 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

保証工事費 590,395千円

給料手当 1,130,203 

賞与引当金繰入額 127,554 

退職給付費用 78,339 

役員退職慰労引当金繰入額 62,810 

減価償却費 56,722 

試験研究費 325,712 

（省略） （省略） 
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 (セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

【訂正前】 

 

航空機 
内装品等 

製造関連事業
(千円) 

航空機器等
製造関連事業

(千円) 

航空機整備等
関連事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 26,540,621 5,328,804 8,351,771 40,221,197 ─ 40,221,197

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

8,937 67,581 79,294 155,813 (155,813) ─

計 26,549,559 5,396,386 8,431,066 40,377,011 (155,813) 40,221,197

  営業費用 26,158,616 5,060,440 8,211,499 39,430,556 (155,813) 39,274,742

  営業利益 390,942 335,946 219,566 946,455 ─ 946,455

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

 

  資産 37,563,750 6,529,744 7,717,683 51,811,177 5,340,575 57,151,752

  減価償却費 835,547 301,668 225,952 1,363,168 ─ 1,363,168

  資本的支出 417,416 204,252 120,784 742,453 ─ 742,453

(注) （省略） 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,344,712千円であり、その主なものは親

会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり

ます。 

 

【訂正後】 

 

航空機 
内装品等 

製造関連事業
(千円) 

航空機器等
製造関連事業

(千円) 

航空機整備等
関連事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 26,540,621 5,328,804 8,351,771 40,221,197 ─ 40,221,197

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

8,937 67,581 79,294 155,813 (155,813) ─

計 26,549,559 5,396,386 8,431,066 40,377,011 (155,813) 40,221,197

  営業費用 26,196,687 5,060,418 8,211,457 39,468,563 (155,813) 39,312,750

  営業利益 352,871 335,967 219,609 908,447 ─ 908,447

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

 

  資産 38,840,977 6,562,937 7,751,858 53,155,773 3,996,957 57,152,731

  減価償却費 835,547 301,668 225,952 1,363,168 ─ 1,363,168

  資本的支出 417,416 204,252 120,784 742,453 ─ 742,453

(注) （省略） 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,001,094千円であり、その主なものは親

会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり

ます。 
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２ 所在地別セグメント情報 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

【訂正前】 

 
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

ヨーロッパ
(千円) 

アジア・
オセアニア
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益 

  

  売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

35,106,555 3,224,458 813,710 1,076,473 40,221,197 ─ 40,221,197

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高 

1,941,327 2,560,945 488,523 81,133 5,071,929 (5,071,929) ─

計 37,047,882 5,785,403 1,302,234 1,157,607 45,293,127 (5,071,929) 40,221,197

  営業費用 36,263,891 5,785,845 1,259,536 1,038,958 44,348,231 (5,073,488) 39,274,742

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

783,990 △441 42,698 118,649 944,895 1,559 946,455

Ⅱ 資産 45,035,913 6,397,565 369,552 624,898 52,427,930 4,723,822 57,151,752

(注) （省略） 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,344,712千円であり、その主なものは親

会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり

ます。 

 

【訂正後】 

 
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

ヨーロッパ
(千円) 

アジア・
オセアニア
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益 

  

  売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

35,106,555 3,224,458 813,710 1,076,473 40,221,197 ─ 40,221,197

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高 

1,941,327 2,560,945 488,523 81,133 5,071,929 (5,071,929) ─

計 37,047,882 5,785,403 1,302,234 1,157,607 45,293,127 (5,071,929) 40,221,197

  営業費用 36,301,898 5,785,845 1,259,536 1,038,958 44,386,238 (5,073,488) 39,312,750

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

745,983 △441 42,698 118,649 906,888 1,559 908,447

Ⅱ 資産 46,380,509 6,397,565 369,552 624,898 53,772,526 3,380,204 57,152,731

(注) （省略） 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,001,094千円であり、その主なものは親

会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり

ます。 
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(税効果会計関係) 

【訂正前】 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 

(繰延税金資産) 

① 流動資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 423,678千円

連結上の未実現利益調整 28,036 

未払事業税否認 8,810 

棚卸資産評価損否認 338,666 

開発費否認 378,485 

工事損失引当金繰入額否認 134,678 

繰越欠損金 175,144 

その他 154,058 

計 1,641,557 

② 固定資産  

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

2,071,947 

役員退職慰労引当金 
損金算入限度超過額 

141,232 

開発費否認 96,781 

土地の減損損失 101,565 

繰越欠損金 335,806 

その他 324,208 

計 3,071,541 

繰延税金資産小計 4,713,098 

評価性引当金 △115,136 

繰延税金資産合計 4,597,965 

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 

賞与引当金損金算入限度超過額 456,110千円

連結上の未実現利益調整 28,263 

未払事業税否認 33,780 

棚卸資産評価損否認 331,361 

開発費否認 480,473 

工事損失引当金繰入額否認 298,368 

繰越欠損金 40,782 

その他 186,363 

計 1,855,504 

② 固定資産  

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

2,119,425 

役員退職慰労引当金 
損金算入限度超過額 

130,522 

開発費否認 99,921 

土地の減損損失 101,565 

その他 410,920 

計 2,862,356 

繰延税金資産小計 4,717,860 

評価性引当金 △257,808 

繰延税金資産合計 4,460,051 
 

 (繰延税金負債) 

 （省略） 

繰延税金資産の純額 4,443,785 
 

 (繰延税金負債) 

 （省略） 

繰延税金資産の純額 4,286,604 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 2.9％

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

3.0％

試験研究費等税額控除 △4.5％

子会社の留保利益等 △1.1％

親会社との税率差 △5.0％

受取配当等の益金不算入額 △0.2％

繰延税金負債取崩(子会社留保金) △56.4％

その他 1.1％

 △19.7％
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 4.6％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

3.9％

試験研究費等税額控除 △2.7％

子会社の留保利益等 2.2％

親会社との税率差 △9.6％

受取配当等の益金不算入額 △0.7％

評価性引当金 26.3％

その他 0.3％

 64.8％
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【訂正後】 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 

(繰延税金資産) 

① 流動資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 423,678千円

連結上の未実現利益調整 28,036 

未払事業税否認 8,810 

棚卸資産評価損否認 338,666 

開発費否認 378,485 

工事損失引当金繰入額否認 134,678 

繰越欠損金 175,144 

その他 154,058 

計 1,641,557 

② 固定資産  

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

2,071,947 

役員退職慰労引当金 
損金算入限度超過額 

141,232 

開発費否認 96,781 

土地の減損損失 101,565 

繰越欠損金 335,806 

その他 324,208 

計 3,071,541 

繰延税金資産小計 4,713,098 

評価性引当金 △115,136 

繰延税金資産合計 4,597,965 

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 

賞与引当金損金算入限度超過額 456,110千円

連結上の未実現利益調整 27,964 

未払事業税否認 33,729 

棚卸資産評価損否認 331,361 

開発費否認 486,140 

工事損失引当金繰入額否認 298,368 

繰越欠損金 55,919 

その他 186,354 

計 1,875,950 

② 固定資産  

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

2,119,425 

役員退職慰労引当金 
損金算入限度超過額 

130,522 

開発費否認 99,921 

土地の減損損失 101,565 

その他 410,929 

計 2,862,364 

繰延税金資産小計 4,738,314 

評価性引当金 △257,808 

繰延税金資産合計 4,480,505 
 

 (繰延税金負債) 

 （省略） 

 繰延税金資産の純額 4,443,785 
 

 (繰延税金負債) 

 （省略） 

繰延税金資産の純額 4,307,058 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 2.9％

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

3.0％

試験研究費等税額控除 △4.5％

子会社の留保利益等 △1.1％

親会社との税率差 △5.0％

受取配当等の益金不算入額 △0.2％

繰延税金負債取崩(子会社留保金) △56.4％

その他 1.1％

 △19.7％
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 5.0％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

4.2％

試験研究費等税額控除 △2.9％

子会社の留保利益等 2.4％

親会社との税率差 △10.4％

受取配当等の益金不算入額 △0.8％

評価性引当金 28.5％

その他 △0.7％

 65.7％
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(１株当たり情報) 

【訂正前】 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 570.64円 １株当たり純資産額 569.50円

１株当たり当期純利益 35.10円 １株当たり当期純利益 4.75円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在し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、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    連結貸借対照表の純資産の部の合計額  

                  15,827,326千円 

  普通株式に係る純資産額     15,312,708千円 

  差額の主な内訳  

  少数株主持分            514,617千円 

  普通株式の発行済株式数       26,863千株 

  普通株式の自己株式数          29千株 

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,834千株

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    連結貸借対照表の純資産の部の合計額  

                                  15,943,120千円 

  普通株式に係る純資産額     15,281,312千円 

  差額の主な内訳  

  少数株主持分            661,807千円 

  普通株式の発行済株式数       26,863千株 

  普通株式の自己株式数          31千株 

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,832千株

２ １株当たり当期純利益 

連結損益計算書上の当期純利益 941,823千円

普通株式に係る当期純利益 941,823千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式の期中平均株式数 26,832千株

２ １株当たり当期純利益 

連結損益計算書上の当期純利益 127,400千円

普通株式に係る当期純利益 127,400千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円

普通株式の期中平均株式数 26,833千株

 

【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 570.64円 １株当たり純資産額 568.85円

１株当たり当期純利益 35.10円 １株当たり当期純利益 4.09円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在し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、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    連結貸借対照表の純資産の部の合計額  

                  15,827,326千円 

  普通株式に係る純資産額     15,312,708千円 

  差額の主な内訳  

  少数株主持分            514,617千円 

  普通株式の発行済株式数       26,863千株 

  普通株式の自己株式数          29千株 

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,834千株

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    連結貸借対照表の純資産の部の合計額  

                                  15,925,567千円 

  普通株式に係る純資産額     15,263,759千円 

  差額の主な内訳  

  少数株主持分            661,807千円 

  普通株式の発行済株式数       26,863千株 

  普通株式の自己株式数          31千株 

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,832千株

２ １株当たり当期純利益 

連結損益計算書上の当期純利益 941,823千円

普通株式に係る当期純利益 941,823千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式の期中平均株式数 26,832千株

２ １株当たり当期純利益 

連結損益計算書上の当期純利益 109,847千円

普通株式に係る当期純利益 109,847千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円

普通株式の期中平均株式数 26,833千株
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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
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 5,616,056 3,568,921

　　受取手形 49,085 28,055

　　売掛金 11,488,546 12,931,799

　　商品及び製品 148,675 488,464

　　仕掛品 11,603,313 12,295,754

　　原材料及び貯蔵品 6,539,363 5,688,521

　　前払費用 203,765 182,956

　　未収収益 74 44

　　未収入金 1,197,521 1,140,955

　　未収消費税等 338,132 130,142

　　繰延税金資産 1,245,688 1,437,103

　　その他 172,414 268,990

　　貸倒引当金 △300 △300

　　流動資産合計 38,602,337 38,161,410

　固定資産

（省略）

　資産合計 50,290,525 49,410,141

負債の部

　流動負債

　　支払手形 235,560 141,280

　　買掛金 4,933,429 4,857,408

　　短期借入金 13,800,000 12,500,000

　　1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 2,096,000

　　リース債務 24,739 86,894

　　未払金 691,912 354,485

　　未払費用 282,450 363,701

　　未払法人税等 34,586 63,392

　　前受金 4,733,133 4,767,227

　　預り金 48,062 54,110

　　従業員預り金 363 438

　　賞与引当金 791,000 789,500

　　工事損失引当金 316,042 714,886

　　設備関係支払手形 3,576 70,973

　　流動負債合計 26,894,858 26,860,299

　固定負債

（省略）

　負債合計 37,126,096 36,317,806

純資産の部

（省略）

　　利益剰余金

　　　利益準備金 318,000 318,000

　　　その他利益剰余金

　　　　別途積立金 1,920,000 1,920,000

　　　　繰越利益剰余金 1,141,540 1,043,695

　　　利益剰余金合計 3,379,540 3,281,695

　　自己株式 △25,311 △25,931

　　株主資本合計 13,082,115 12,983,650

（省略）

　純資産合計 13,164,428 13,092,334

負債純資産合計 50,290,525 49,410,141
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5.【個別財務諸表】
　(1)【貸借対照表】

【訂正後】
(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 5,616,056 3,568,921

　　受取手形 49,085 28,055

　　売掛金 11,488,546 12,931,799

　　商品及び製品 148,675 488,464

　　仕掛品 11,603,313 12,295,754

　　原材料及び貯蔵品 6,539,363 5,688,521

　　前払費用 203,765 182,956

　　未収収益 74 44

　　未収入金 1,197,521 1,140,955

　　未収消費税等 338,132 130,142

　　繰延税金資産 1,245,688 1,457,857

　　その他 172,414 268,990

　　貸倒引当金 △300 △300

　　流動資産合計 38,602,337 38,182,163

　固定資産

　（省略）

　資産合計 50,290,525 49,430,894

負債の部

　流動負債

　　支払手形 235,560 141,280

　　買掛金 4,933,429 4,896,281

　　短期借入金 13,800,000 12,500,000

　　1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 2,096,000

　　リース債務 24,739 86,894

　　未払金 691,912 354,485

　　未払費用 282,450 363,701

　　未払法人税等 34,586 63,267

　　前受金 4,733,133 4,767,227

　　預り金 48,062 54,110

　　従業員預り金 363 438

　　賞与引当金 791,000 789,500

　　工事損失引当金 316,042 714,886

　　設備関係支払手形 3,576 70,973

　　流動負債合計 26,894,858 26,899,047

　固定負債

　（省略）

　負債合計 37,126,096 36,356,555

純資産の部

　（省略）

　　利益剰余金

　　　利益準備金 318,000 318,000

　　　その他利益剰余金

　　　　別途積立金 1,920,000 1,920,000

　　　　繰越利益剰余金 1,141,540 1,025,700

　　　利益剰余金合計 3,379,540 3,263,700

　　自己株式 △25,311 △25,931

　　株主資本合計 13,082,115 12,965,655

　（省略）

　純資産合計 13,164,428 13,074,339

負債純資産合計 50,290,525 49,430,894
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　(2)【損益計算書】

【訂正前】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 37,877,508 35,754,557

売上原価 33,547,173 31,712,127

売上総利益 4,330,335 4,042,429

販売費及び一般管理費 3,885,725 3,330,575

営業利益 444,610 711,853

（省略）

経常利益 378,842 394,188

（省略）

税引前当期純利益 539,767 319,753

法人税、住民税及び事業税 21,880 21,480

法人税等調整額 226,633 261,947

法人税等合計 248,513 283,427

当期純利益 291,254 36,325

【訂正後】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 37,877,508 35,754,557

売上原価 33,547,173 31,751,000

売上総利益 4,330,335 4,003,556

販売費及び一般管理費 3,885,725 3,330,450

営業利益 444,610 673,105

（省略）

経常利益 378,842 355,439

（省略）

税引前当期純利益 539,767 281,004

法人税、住民税及び事業税 21,880 21,480

法人税等調整額 226,633 241,194

法人税等合計 248,513 262,674

当期純利益 291,254 18,330
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　(3)【株主資本等変動計算書】

【訂正前】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

（省略）

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 1,065,487 1,141,540

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　　　当期純利益 291,254 36,325

　　　　　自己株式の処分 △549 -

　　　　　当期変動額合計 76,052 △97,844

　　　　当期末残高 1,141,540 1,043,695

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 3,303,487 3,379,540

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　　当期純利益 291,254 36,325

　　　　自己株式の処分 △549 -

　　　　当期変動額合計 76,052 △97,844

　　　当期末残高 3,379,540 3,281,695

（省略）

　株主資本合計

　　前期末残高 13,004,594 13,082,115

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　当期純利益 291,254 36,325

　　　自己株式の取得 △1,565 △620

　　　自己株式の処分 2,484 -

　　　当期変動額合計 77,521 △98,464

　　当期末残高 13,082,115 12,983,650

（省略）

純資産合計

　前期末残高 13,113,993 13,164,428

　当期変動額

　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　当期純利益 291,254 36,325

　　自己株式の取得 △1,565 △620

　　自己株式の処分 2,484 -

　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　（純額）

△27,087 26,371

　　当期変動額合計 50,434 △72,093

　当期末残高 13,164,428 13,092,334
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　(3)【株主資本等変動計算書】

【訂正後】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

（省略）

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 1,065,487 1,141,540

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　　　当期純利益 291,254 18,330

　　　　　自己株式の処分 △549 -

　　　　　当期変動額合計 76,052 △115,839

　　　　当期末残高 1,141,540 1,025,700

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 3,303,487 3,379,540

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　　当期純利益 291,254 18,330

　　　　自己株式の処分 △549 -

　　　　当期変動額合計 76,052 △115,839

　　　当期末残高 3,379,540 3,263,700

（省略）

　株主資本合計

　　前期末残高 13,004,594 13,082,115

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　　当期純利益 291,254 18,330

　　　自己株式の取得 △1,565 △620

　　　自己株式の処分 2,484 -

　　　当期変動額合計 77,521 △116,459

　　当期末残高 13,082,115 12,965,655

（省略）

純資産合計

　前期末残高 13,113,993 13,164,428

　当期変動額

　　剰余金の配当 △214,651 △134,170

　　当期純利益 291,254 18,330

　　自己株式の取得 △1,565 △620

　　自己株式の処分 2,484 -

　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　（純額）

△27,087 26,371

　　当期変動額合計 50,434 △90,088

　当期末残高 13,164,428 13,074,339
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(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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

※１ 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主なものは、次のとおりで

あります。 

売掛金 906,818千円

買掛金 440,532千円

短期貸付金 150,000千円

※１ 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主なものは、次のとおりで

あります。 

売掛金 4,523,798千円

買掛金 628,270千円

短期貸付金 246,000千円

（省略） （省略） 

 

【訂正後】 

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

※１ 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主なものは、次のとおりで

あります。 

売掛金 906,818千円

買掛金 440,532千円

短期貸付金 150,000千円

※１ 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主なものは、次のとおりで

あります。 

売掛金 4,523,798千円

買掛金 648,487千円

短期貸付金 246,000千円

（省略） （省略） 
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(損益計算書関係) 

【訂正前】 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（省略） 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

販売手数料 319,991千円

保証工事費 984,183 

役員報酬 197,552 

従業員給与賞与手当 883,375 

賞与引当金繰入額 107,591 

役員退職慰労引当金繰入額 66,162 

減価償却費 24,774 

社外委託費 241,267 

試験研究費 248,783 

おおよその割合 

販売費 53.87％

一般管理費 46.13 

（省略） 

（省略） 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

販売手数料 259,336千円

保証工事費 588,242 

役員報酬 196,045 

従業員給与賞与手当 854,295 

賞与引当金繰入額 114,897 

役員退職慰労引当金繰入額 56,766 

減価償却費 27,130 

社外委託費 209,568 

試験研究費 259,766 

おおよその割合 

販売費 47.04％

一般管理費 52.96 

（省略） 

 

【訂正後】 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（省略） 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

販売手数料 319,991千円

保証工事費 984,183 

役員報酬 197,552 

従業員給与賞与手当 883,375 

賞与引当金繰入額 107,591 

役員退職慰労引当金繰入額 66,162 

減価償却費 24,774 

社外委託費 241,267 

試験研究費 248,783 

おおよその割合 

販売費 53.87％

一般管理費 46.13 

（省略） 

（省略） 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

販売手数料 259,336千円

保証工事費 588,242 

役員報酬 196,045 

従業員給与賞与手当 854,295 

賞与引当金繰入額 114,897 

役員退職慰労引当金繰入額 56,666 

減価償却費 27,130 

社外委託費 209,568 

試験研究費 259,766 

おおよその割合 

販売費 47.04％

一般管理費 52.96 

（省略） 
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◆ 54 ページ 

(税効果会計関係) 

【訂正前】 

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(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

別内訳 

（繰延税金資産） 

賞与引当金損金算入 
限度超過額 

320,355千円

   退職給付引当金損金算入 
   限度超過額 

1,863,511 

   役員退職慰労引当金 
   損金算入限度超過額 

136,071 

未払事業税否認 9,681 

棚卸資産評価損否認 174,585 

開発費否認 475,267 

工事損失引当金繰入額否認 127,997 

法定福利費否認 34,627 

土地の減損損失 101,565 

繰越欠損金 510,950 

その他 56,249 

繰延税金資産小計 3,810,858 

評価性引当金 △127,286 

繰延税金資産合計 3,683,572 

（繰延税金負債）  

その他有価証券 
評価差額金 

56,027 

繰延税金負債合計 56,027 

繰延税金資産の純額 3,627,544 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

（繰延税金資産） 

賞与引当金損金算入 
限度超過額 

319,747千円

   退職給付引当金損金算入 
   限度超過額 

1,881,715 

   役員退職慰労引当金 
   損金算入限度超過額 

126,795 

未払事業税否認 27,354 

棚卸資産評価損否認 220,929 

開発費否認 580,395 

工事損失引当金繰入額否認 289,528 

法定福利費否認 37,786 

土地の減損損失 101,565 

繰越欠損金 40,782 

その他 49,110 

繰延税金資産小計 3,675,706 

評価性引当金 △254,082 

繰延税金資産合計 3,421,624 

（繰延税金負債）  

その他有価証券 
評価差額金 

73,977 

繰延税金負債合計 73,977 

繰延税金資産の純額 3,347,646 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳 

 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 4.0％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

2.4％

受取配当等の益金不算入額 △0.2％

その他 △0.7％

 46.0％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳 

 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 6.7％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

3.9％

海外子会社配当金 △2.8％

評価性引当金 39.7％

その他 0.6％

 88.6％
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【訂正後】 

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(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

別内訳 

（繰延税金資産） 

賞与引当金損金算入 
限度超過額 

320,355千円

   退職給付引当金損金算入 
   限度超過額 

1,863,511 

   役員退職慰労引当金 
   損金算入限度超過額 

136,071 

未払事業税否認 9,681 

棚卸資産評価損否認 174,585 

開発費否認 475,267 

工事損失引当金繰入額否認 127,997 

法定福利費否認 34,627 

土地の減損損失 101,565 

繰越欠損金 510,950 

その他 56,249 

繰延税金資産小計 3,810,858 

評価性引当金 △127,286 

繰延税金資産合計 3,683,572 

（繰延税金負債）  

その他有価証券 
評価差額金 

56,027 

繰延税金負債合計 56,027 

繰延税金資産の純額 3,627,544 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

（繰延税金資産） 

賞与引当金損金算入 
限度超過額 

319,747千円

   退職給付引当金損金算入 
   限度超過額 

1,881,715 

   役員退職慰労引当金 
   損金算入限度超過額 

126,795 

未払事業税否認 27,304 

棚卸資産評価損否認 220,929 

開発費否認 586,062 

工事損失引当金繰入額否認 289,528 

法定福利費否認 37,786 

土地の減損損失 101,565 

繰越欠損金 55,919 

その他 49,110 

繰延税金資産小計 3,696,460 

評価性引当金 △254,082 

繰延税金資産合計 3,442,378 

（繰延税金負債）  

その他有価証券 
評価差額金 

73,977 

繰延税金負債合計 73,977 

繰延税金資産の純額 3,368,400 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳 

 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 4.0％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

2.4％

受取配当等の益金不算入額 △0.2％

その他 △0.7％

 46.0％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳 

 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額 7.6％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

4.5％

海外子会社配当金 △3.2％

評価性引当金 45.1％

その他 △1.1％

 93.4％
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(１株当たり情報) 

【訂正前】 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 490.59円 １株当たり純資産額 487.92円

１株当たり当期純利益 10.85円 １株当たり当期純利益 1.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在し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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    貸借対照表の純資産の部の合計額 

                  13,164,428千円

  普通株式に係る純資産額     13,164,428千円

  普通株式の発行済株式数       26,863千株

  普通株式の自己株式数          29千株

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,834千株

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    貸借対照表の純資産の部の合計額 

                  13,092,334千円

  普通株式に係る純資産額     13,092,334千円

  普通株式の発行済株式数       26,863千株

  普通株式の自己株式数          31千株

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,832千株

２ １株当たり当期純利益 

損益計算書上の当期純利益 291,254千円

普通株式に係る当期純利益 291,254千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式の期中平均株式数 26,832千株

２ １株当たり当期純利益 

損益計算書上の当期純利益 36,325千円

普通株式に係る当期純利益 36,325千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円

普通株式の期中平均株式数 26,833千株

 

【訂正後】 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 490.59円 １株当たり純資産額 487.25円

１株当たり当期純利益 10.85円 １株当たり当期純利益 0.68円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在し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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    貸借対照表の純資産の部の合計額 

                  13,164,428千円

  普通株式に係る純資産額     13,164,428千円

  普通株式の発行済株式数       26,863千株

  普通株式の自己株式数          29千株

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,834千株

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    貸借対照表の純資産の部の合計額 

                  13,074,339千円

  普通株式に係る純資産額     13,074,339千円

  普通株式の発行済株式数       26,863千株

  普通株式の自己株式数          31千株

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,832千株

２ １株当たり当期純利益 

損益計算書上の当期純利益 291,254千円

普通株式に係る当期純利益 291,254千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式の期中平均株式数 26,832千株

２ １株当たり当期純利益 

損益計算書上の当期純利益 18,330千円

普通株式に係る当期純利益 18,330千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円

普通株式の期中平均株式数 26,833千株

 

以上 
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