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平成 22 年６月７日

各 位 

 会 社 名 英 和 株 式 会 社

 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿部 健治

 （ コ ー ド 番 号  9 8 5 7  大 証 第 二 部 ）

 本社所在地 大阪市西区北堀江４丁目１番７号

 
問 合 せ 先

取締役常務執行役員 
山枡 理伸

 管理本部長 

 （電話 06－6539－4801）

 

（訂正・数値データ修正あり） 

「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 14日に発表いたしました平成22年３月期決算短信に一部訂正がございますので、下記の

とおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

訂正箇所 

１ページ 
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） (3) 連結

キャッシュ・フローの状況 

４～５ページ １．経営成績  (2) 財政状態に関する分析  ②キャッシュ・フローの状況 

９～10ページ ４．【連結財務諸表】  (1)【連結貸借対照表】 

11～12ページ ４．【連結財務諸表】  (2)【連結損益計算書】 

15 ページ ４．【連結財務諸表】  (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

17～18ページ ４．【連結財務諸表】  (6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

20 ページ 
４．【連結財務諸表】  (7)【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】【表示方法の変更】 

22 ページ 
４．【連結財務諸表】  (8)【連結財務諸表に関する注記事項】 

（連結損益計算書関係） 

29～30ページ ５．【個別財務諸表】  (1)【貸借対照表】 

33 ページ ５．【個別財務諸表】  (2)【損益計算書】 

38～39ページ ５．【個別財務諸表】  (5)【重要な会計方針】 

41 ページ ５．【個別財務諸表】  (6)【重要な会計方針の変更】 【表示方法の変更】 

42 ページ ５．【個別財務諸表】  (7)【個別財務諸表に関する注記事項】（損益計算書関係）

 

訂正の理由 

 ・ 会計監査人と精査を進める過程において、勘定科目の組替えが発生いたしました。なお、主な組

替え内容は次の通りです。 

  １）為替差損益に係るキャッシュ・フローを財務活動によるキャッシュ・フローから営業活動によ

るキャッシュ・フローに組替えいたしました。 

  ２）連結損益計算書における特別利益のうち、貸倒引当金戻入額を販売費及び一般管理費の貸倒引

当金繰入額と相殺いたしました。 

 ・ その他、上記組替えに伴う記載事項の修正や、入力間違いを訂正いたしました。

IWATA
新規スタンプ
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１ページ 

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） 

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 

＜訂正前＞  
 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 1,603 △86 △635 2,930 

21 年３月期 401 △110 195 2,049 

 

 

＜訂正後＞  
 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 1,600 △86 △632 2,930 

21 年３月期 401 △110 195 2,049 

 

 

 

４～５ページ 

１．経営成績  (2) 財政状態に関する分析  ②キャッシュ・フローの状況 

 

＜訂正前＞ 

（ア）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、増加した資金は16億３百万円となり、前期４億１百万円の増加に比べ12億２百万

円増加いたしました。これは、主に売上債権の減少と仕入債務の増加、及びたな卸資産が減少したこ

とによるものであります。 

（イ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

（※中略） 

これにより、営業活動によるキャッシュ・フローと、投資活動によるキャッシュ・フローをあわせ

たフリー・キャッシュ・フローは15億16百万円のプラスとなりました。 

（ウ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、減少した資金は６億35百万円となり、前期１億95百万円の増加に比べ８億30百万

円減少いたしました。これは短期借入金の返済による支出増加によるものであります。 

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ 
36.9 2.2 2.3 26.2 112.8

 

 

＜訂正後＞ 

（ア）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、増加した資金は16億円となり、前期４億１百万円の増加に比べ11億99百万円増加



3 

いたしました。これは、主に売上債権の減少と仕入債務の減少幅の縮少、及びたな卸資産が減少した

ことによるものであります。 

（イ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

（※中略） 

これにより、営業活動によるキャッシュ・フローと、投資活動によるキャッシュ・フローをあわせ

たフリー・キャッシュ・フローは15億13百万円のプラスとなりました。 

（ウ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、減少した資金は６億32百万円となり、前期１億95百万円の増加に比べ８億28百万

円減少いたしました。これは短期借入金の返済による支出増加によるものであります。 

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ 
36.9 2.2 2.3 26.2 112.6
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９～10 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 

(平成 21 年３月 31 日) 
 

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 1,531,680 1,539,035

    減価償却累計額 △933,030 △973,763

    建物及び構築物（純額） 598,649 565,271

   土地 945,152 945,152

   その他 207,203 206,728

    減価償却累計額 △150,384 △171,237

    その他（純額） 56,818 35,491

   有形固定資産合計 1,600,620 1,545,915

 
 固定負債 

  長期借入金 ※1 100,000 500,000

  長期前受収益 1,123 -

  長期預り保証金 680 680

  退職給付引当金 73,321 119,771

  役員退職慰労引当金 111,575 125,776

  固定負債合計 286,699 746,227

 負債合計 11,965,016 10,825,658

 

 

＜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) 

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 1,531,680 1,539,035

    減価償却累計額 △933,030 -

    減価償却累計額及び減損損失累計額 - △973,763

    建物及び構築物（純額） 598,649 565,271

   土地 945,152 945,152

   その他 207,203 206,728

    減価償却累計額 △150,384 -

    減価償却累計額及び減損損失累計額 - △171,237

    その他（純額） 56,818 35,491

   有形固定資産合計 1,600,620 1,545,915

 
 固定負債 

  長期借入金 ※1 100,000 500,000

  長期前受収益 1,123 -

  長期預り保証金 680 -

  退職給付引当金 73,321 119,771
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  役員退職慰労引当金 111,575 125,776

  その他 - 680

  固定負債合計 286,699 746,227

 負債合計 11,965,016 10,825,658

 

 

11～12ページ 

４．【連結財務諸表】  (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) 

販売費及び一般管理費 

 通信費 72,301 68,282

 運賃及び荷造費 45,116 37,136

 旅費及び交通費 201,823 141,925

 貸倒引当金繰入額 30,039 19,278

 給料手当及び賞与 1,964,747 1,742,108

 賞与引当金繰入額 304,300 219,485

 役員賞与引当金繰入額 17,368 -

 退職給付費用 89,358 110,158

 役員退職慰労引当金繰入額 15,913 16,613

 福利厚生費 460,558 394,299

 賃借料 381,734 382,708

 減価償却費 86,906 77,176

 その他 391,102 301,579

 販売費及び一般管理費合計 4,061,267 3,510,753

営業利益 539,346 215,203

 
営業外費用 

 支払利息 15,327 14,214

 売上割引 5,509 2,553

 支払保証料 11,366 14,553

 為替差損 - 204

 その他 3,912 791

 営業外費用合計 36,115 32,316

経常利益 544,097 232,122

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 1,140 95

 償却債権取立益 679 -

 過年度損益修正益 - 21,987

 その他 120 -

 特別利益合計 1,939 22,082

特別損失 

 固定資産除却損 ※2 1,257 ※2 2,897

 投資有価証券売却損 1,382 -

 投資有価証券評価損 33,695 52,979

 退職給付費用 78,178 -

 その他 ※3 5,056 ※3 7,148

 特別損失合計 119,568 63,026
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＜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) 

販売費及び一般管理費 

 通信費 72,301 68,282

 運賃及び荷造費 45,116 37,136

 旅費及び交通費 201,823 141,925

 貸倒引当金繰入額 30,039 19,183

 給料手当及び賞与 1,964,747 1,742,108

 賞与引当金繰入額 304,300 219,485

 役員賞与引当金繰入額 17,368 -

 退職給付費用 89,358 110,158

 役員退職慰労引当金繰入額 15,913 16,613

 福利厚生費 460,558 394,299

 賃借料 381,734 382,708

 減価償却費 86,906 77,176

 その他 391,102 301,579

 販売費及び一般管理費合計 4,061,267 3,510,658

営業利益 539,346 215,298

 
営業外費用 

 支払利息 15,327 14,214

 売上割引 5,509 2,553

 支払保証料 11,366 14,553

 その他 3,912 995

 営業外費用合計 36,115 32,316

経常利益 544,097 232,217

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 1,140 -

 償却債権取立益 679 -

 過年度損益修正益 - ※2 21,987

 その他 120 -

 特別利益合計 1,939 21,987

特別損失 

 固定資産除却損 ※3 1,257 ※3 2,897

 投資有価証券売却損 1,382 -

 投資有価証券評価損 33,695 52,979

 退職給付費用 78,178 -

 その他 ※4 5,056 ※4 7,148

 特別損失合計 119,568 63,026
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15 ページ 

４．【連結財務諸表】  (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 

(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 426,468 191,178

 減価償却費 91,654 81,510

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,111 18,307

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 64,228 46,451

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,964 14,201

 受取利息及び受取配当金 △10,423 △7,909

 支払利息 15,327 14,214

 為替差損益（△は益） △232 204

 有形固定資産処分損益（△は益） △120 -

 有形固定資産除却損 1,257 1,208

 投資有価証券売却損益（△は益） 1,382 -

 投資有価証券評価損益（△は益） 33,695 52,979

 保険積立金の増減額（△は増加） △80 -

 売上債権の増減額（△は増加） 900,845 1,869,452

 たな卸資産の増減額（△は増加） △32,302 183,806

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 146,560 △3,689

 仕入債務の増減額（△は減少） △766,079 △389,078

 未払消費税等の増減額（△は減少） △11,900 △20,680

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △30,390 △134,834

 その他 △82,174 △47,231

 小計 778,789 1,870,089

 利息及び配当金の受取額 10,477 7,964

 利息の支払額 △16,142 △14,985

 法人税等の支払額 △372,122 △259,681

 営業活動によるキャッシュ・フロー 401,003 1,603,386

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △92,939 △18,310

 有形固定資産の売却による収入 120 -

 無形固定資産の取得による支出 △8,640 △68,418

 投資有価証券の取得による支出 △10,000 -

 投資有価証券の売却による収入 1,918 -

 投資活動によるキャッシュ・フロー △109,541 △86,728

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の増減額（△は減少） 235,363 △1,052,763

 長期借入れによる収入 100,000 500,000

 長期借入金の返済による支出 △5,000 -

 自己株式の取得による支出 △45,451 △294

 自己株式の処分による収入 - -

 配当金の支払額 △89,597 △82,569

 その他 - -

 財務活動によるキャッシュ・フロー 195,315 △635,627

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,365 1,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 479,412 882,072

現金及び現金同等物の期首残高 1,569,357 2,048,768

現金及び現金同等物の期末残高 2,048,768 2,930,840
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＜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 426,468 191,178

 減価償却費 91,654 81,510

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,111 18,307

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 64,228 46,451

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,964 14,201

 受取利息及び受取配当金 △10,423 △7,909

 支払利息 15,327 14,214

 為替差損益（△は益） △232 △1,868

 有形固定資産処分損益（△は益） △120 -

 有形固定資産除却損 1,257 1,208

 無形固定資産除却損 - 1,689

 投資有価証券売却損益（△は益） 1,382 -

 投資有価証券評価損益（△は益） 33,695 52,979

 保険積立金の増減額（△は増加） △80 △40,890

 売上債権の増減額（△は増加） 900,845 1,869,452

 たな卸資産の増減額（△は増加） △32,302 183,806

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 146,560 △8,702

 仕入債務の増減額（△は減少） △766,079 △389,078

 未払消費税等の増減額（△は減少） △11,900 △20,680

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △30,390 △134,834

 その他 △82,174 △8,721

 小計 778,789 1,862,313

 利息及び配当金の受取額 10,477 7,964

 利息の支払額 △16,142 △14,985

 法人税等の支払額 △372,122 △254,668

 営業活動によるキャッシュ・フロー 401,003 1,600,623

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △92,939 △18,310

 有形固定資産の売却による収入 120 -

 無形固定資産の取得による支出 △8,640 △67,818

 投資有価証券の取得による支出 △10,000 -

 投資有価証券の売却による収入 1,918 -

 その他 - △600

 投資活動によるキャッシュ・フロー △109,541 △86,728

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の増減額（△は減少） 235,363 △1,050,000

 長期借入れによる収入 100,000 500,000

 長期借入金の返済による支出 △5,000 -

 自己株式の取得による支出 △45,451 △294

 配当金の支払額 △89,597 △82,569

 財務活動によるキャッシュ・フロー 195,315 △632,863

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,365 1,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 479,412 882,072

現金及び現金同等物の期首残高 1,569,357 2,048,768

現金及び現金同等物の期末残高 2,048,768 2,930,840
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17～18 ページ 

４．【連結財務諸表】  (6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

 

＜訂正前＞ 

項目 
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 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  ３社 
双葉テック株式会社 
エラン株式会社 
英和双合儀器商貿(上海)有限公司 
当社の連結子会社である双葉テック㈱
は平成 20 年 10 月１日 当社の連結子
会社であったアイコン㈱を吸収合併し
ております。 
なお、非連結子会社はありません。 

連結子会社の数  ３社 
双葉テック株式会社 
エラン株式会社 
英和双合儀器商貿(上海)有限公司 
 

４ 会計処理基準に関する事
項 

  

 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却方法 

②無形固定資産（リース資産を除く） 
 営業権 
  ５年による均等償却 
 自社利用のソフトウエア 
  社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

②無形固定資産（リース資産を除く）
同左 

  
   

 (3) 重要な引当金の計上基
   準 

④退職給付引当金 

（追加情報） 

 退職給付の計算方法について、従来

簡便法によっておりましたが、期間損

益計算の一層の精緻化を図るため、当

連結会計年度から原則法に変更してお

ります。 
 この変更に伴い、従来と同一の方法に
よった場合に比べ販売費及び一般管理
費が 77,360 千円減少し、経常利益及び
税金等調整前当期純利益がそれぞれ
77,360 千円増加しております。 
 また、簡便法から原則法への変更時差
異 78,178 千円を特別損失に計上してい
るため、税金等調整前当期純利益が
78,178 千円減少しております。 

④退職給付引当金 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号 平成20年７

月 31 日）を適用しております。 

 本会計基準の適用に伴い、退職給付

債務の計算における割引率について、

従来の 1.5％から 2.0％に変更してお

ります。 

 数理計算上の差異を翌期から償却

するため、これによる営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。 

 また、当該変更に伴い、退職給付債

務は 18,937 千円減少しております。

 

 

＜訂正後＞ 

項目 
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 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  ３社 
双葉テック株式会社 
エラン株式会社 
英和双合儀器商貿(上海)有限公司 
当社の連結子会社である双葉テック㈱
は平成 20 年 10 月１日 当社の連結子
会社であったアイコン㈱を吸収合併し
ております。 
なお、非連結子会社はありません。 

連結子会社の数  ３社 
双葉テック株式会社 
エラン株式会社 
英和双合儀器商貿(上海)有限公司 
なお、非連結子会社はありません。 

４ 会計処理基準に関する事
項 
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項目 
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) 

 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却方法 

②無形固定資産（リース資産を除く） 
 営業権 
  ５年による均等償却 
 自社利用のソフトウエア 
  社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

②無形固定資産（リース資産を除く） 
 自社利用のソフトウエア 

社内における利用可能期間(５年)
に基づく定額法 

 (3) 重要な引当金の計上基
   準 

④退職給付引当金 

（追加情報） 

 退職給付の計算方法について、従来

簡便法によっておりましたが、期間損

益計算の一層の精緻化を図るため、当

連結会計年度から原則法に変更してお

ります。 

 この変更に伴い、従来と同一の方法

によった場合に比べ販売費及び一般管

理費が 77,360 千円減少し、経常利益及

び税金等調整前当期純利益がそれぞれ

77,360 千円増加しております。 

 また、簡便法から原則法への変更時

差異 78,178 千円を特別損失に計上して

いるため、税金等調整前当期純利益が

78,178 千円減少しております。 

④退職給付引当金 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第 19 号 平成 20 年７

月 31 日）を適用しております。 

 本会計基準の適用に伴い、退職給付

債務の計算における割引率について、

従来の1.5％から2.0％に変更しており

ます。 

 数理計算上の差異を翌連結会計年度

から償却するため、これによる営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 

 また、当該変更に伴い、退職給付債

務は 18,937 千円減少しております。 
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20ページ 

４．【連結財務諸表】  (7)【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】【表示方法

の変更】 

 

＜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) 

 (連結貸借対照表)  

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成 20 

年８月７日内閣府令第 50 号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記され

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料」に区分掲記しております。  

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料」はそれぞれ、364,945

千円、26,886 千円、78,762 千円であります。 

 (連結貸借対照表)  

 前連結会計年度において独立掲記しておりました「差

入保証金」（当連結会計年度 314,909 千円）は資産合計の

5/100 以下であるため、当連結会計年度においては「そ

の他」に含めて表示しております。 

 

 

 

 

 

＜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) 

 (連結貸借対照表)  

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成 20 

年８月７日内閣府令第 50 号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記され

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料」に区分掲記しております。  

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料」はそれぞれ、364,945

千円、26,886 千円、78,762 千円であります。 

 

 (連結貸借対照表)  

１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「差入保証金」（当連結会計年度 314,909 千円）は資産総

額の 5/100 以下であるため、当連結会計年度においては

投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「長期預り保証金」（当連結会計年度 680 千円）は負債及

び純資産の合計の 5/100 以下であるため、当連結会計年

度においては固定負債の「その他」に含めて表示してお

ります。  
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22 ページ 

４．【連結財務諸表】  (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) 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価           17,619 千円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価         29,929 千円 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 806 千円

工具、器具及び備品 451 千円

合計 1,257 千円
 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,208 千円

ソフトウエア 1,689 千円

合計 2,897 千円

※３ その他（特別損失）の内訳 

 

子会社合併に伴う整理損 2,970 千円

過年度損益修正損  2,087 千円
 

※３ その他（特別損失）の内訳 

借家権除却 825 千円

減損損失 6,264 千円

その他  59 千円

 

 

＜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 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価           17,619 千円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価         25,412 千円 
――― ※２ 過年度損益修正益の内訳 

 

前期売上高修正益 17,700 千円

過年度消費税等修正益 4,287 千円

合計 21,987 千円

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 806 千円

工具、器具及び備品 451 千円

合計 1,257 千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,208 千円

ソフトウエア 1,689 千円

合計 2,897 千円

※４ その他（特別損失）の内訳 

 

子会社合併に伴う整理損 2,970 千円

過年度損益修正損  2,087 千円

 
 

※４ その他（特別損失）の内訳 

借家権除却 825 千円

減損損失 6,264 千円

その他  59 千円

合計 7,148 千円
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29～30 ページ 

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) 

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 1,353,042 1,359,146

    減価償却累計額 △801,112 △835,419

    建物（純額） 551,930 523,726

   構築物 25,523 25,523

    減価償却累計額 △18,442 △18,974

    構築物（純額） 7,081 6,548

   機械及び装置 820 820

    減価償却累計額 △662 △689

    機械及び装置（純額） 158 130

   工具、器具及び備品 183,634 182,266

    減価償却累計額 △131,337 △148,332

    工具、器具及び備品（純額） 52,297 33,934

   土地 790,020 790,020

   有形固定資産合計 1,401,487 1,354,360

 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※1 359,350 ※1 289,343

   関係会社株式 431,160 431,160

   関係会社出資金 100,000 44,700

   破産更生債権等 24,513 40,380

   長期前払費用 4,836 3,147

   繰延税金資産 69,318 80,729

   差入保証金 311,474 313,111

   保険積立金 441,442 480,727

   その他 2,000 1,066

   貸倒引当金 △70,575 △86,131

   投資その他の資産合計 1,673,518 1,598,235

 

 固定負債 

  長期借入金 ※1 100,000 500,000

  長期前受収益 1,123 -

  長期預り保証金 680 680

  退職給付引当金 55,228 100,143

  役員退職慰労引当金 109,812 123,389

  固定負債合計 266,843 724,212
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＜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) 

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 1,353,042 1,359,146

    減価償却累計額 △801,112 -

    減価償却累計額及び減損損失累計額 - △835,419

    建物（純額） 551,930 523,726

   構築物 25,523 25,523

    減価償却累計額 △18,442 △18,974

    構築物（純額） 7,081 6,548

   機械及び装置 820 820

    減価償却累計額 △662 △689

    機械及び装置（純額） 158 130

   工具、器具及び備品 183,634 182,266

    減価償却累計額 △131,337 -

    減価償却累計額及び減損損失累計額 - △148,332

    工具、器具及び備品（純額） 52,297 33,934

   土地 790,020 790,020

   有形固定資産合計 1,401,487 1,354,360

 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※1 359,350 ※1 289,343

   関係会社株式 431,160 431,160

   関係会社出資金 100,000 44,700

   破産更生債権等 24,513 40,380

   長期前払費用 4,836 3,147

   繰延税金資産 69,318 80,729

   差入保証金 311,474 313,111

   保険積立金 441,442 480,727

   従業員に対する長期貸付金 - 66

   その他 2,000 1,000

   貸倒引当金 △70,575 △86,131

   投資その他の資産合計 1,673,518 1,598,235

 

 固定負債 

  長期借入金 ※1 100,000 500,000

  長期前受収益 1,123 -

  長期預り保証金 680 -

  退職給付引当金 55,228 100,143

  役員退職慰労引当金 109,812 123,389

  その他 - 680

  固定負債合計 266,843 724,212
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33 ページ 

５．【個別財務諸表】  (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) 

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 1,140 -

 償却債権取立益 679 -

 過年度損益修正益 - 21,987

 特別利益合計 1,819 21,987

特別損失 

 固定資産除却損 ※3 1,198 ※3 2,897

 投資有価証券売却損 1,382 -

 投資有価証券評価損 33,695 52,979

 退職給付費用 78,178 -

 関係会社出資金評価損 - 105,299

 その他 ※4 2,087 ※4 3,149

 特別損失合計 116,540 164,325

 

 

＜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) 

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 1,140 -

 償却債権取立益 679 -

 過年度損益修正益 - ※3 21,987

 特別利益合計 1,819 21,987

特別損失 

 固定資産除却損 ※4 1,198 ※4 2,897

 投資有価証券売却損 1,382 -

 投資有価証券評価損 33,695 52,979

 退職給付費用 78,178 -

 関係会社出資金評価損 - 105,299

 その他 ※5 2,087 ※5 3,149

 特別損失合計 116,540 164,325
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38～39 ページ 

５．【個別財務諸表】  (5)【重要な会計方針】 

 

＜訂正前＞ 

項目 
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) 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

  営業権 

   ５年による均等償却 

  自社利用のソフトウエア 

社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

 

同左 

４ 引当金の計上基準 (4) 退職給付引当金 

  （追加情報） 

 退職給付債務の計算方法につい

て、従来簡便法によっておりまし

たが、期間損益計算の一層の精緻

化を図るため、当事業年度から原

則法に変更しております。  

 この変更に伴い、従来と同一の

方法によった場合に比べ当事業年

度の販売費及び一般管理費が

77,360 千円減少し、経常利益及び

税引前当期純利益がそれぞれ

77,360 千円増加しております。  

 また、簡便法から原則法への変

更時差異 78,178 千円を特別損失

に計上しているため、税引前当期

純利益が 78,178 千円減少してお

ります。 

(4) 退職給付引当金 

（会計方針の変更） 

   当会計年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）（企業会計基準第 19 号 平成

20 年７月 31 日）を適用しており

ます。  

 本会計基準の適用に伴い、退職

給付債務の計算における割引率に

ついて、従来の 1.5％から 2.0％に

変更しております。  

 数理計算上の差異を翌期から償

却するため、これによる営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に

与える影響はありません。  

 また、当該変更に伴い、退職給

付債務は 18,937 千円減少してお

ります。 

 

 

＜訂正後＞ 

項目 
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) 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

  営業権 

   ５年による均等償却 

  自社利用のソフトウエア 

社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

 自社利用のソフトウエア 

社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

  

４ 引当金の計上基準 (4) 退職給付引当金 

  （追加情報） 

 退職給付債務の計算方法につい

て、従来簡便法によっておりまし

たが、期間損益計算の一層の精緻

化を図るため、当事業年度から原

則法に変更しております。  

 この変更に伴い、従来と同一の

方法によった場合に比べ当事業年

度の販売費及び一般管理費が

77,360 千円減少し、経常利益及び

税引前当期純利益がそれぞれ

(4) 退職給付引当金 

（会計方針の変更） 

   当事業年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）（企業会計基準第 19 号 平成

20 年７月 31 日）を適用しており

ます。  

 本会計基準の適用に伴い、退職

給付債務の計算における割引率に

ついて、従来の 1.5％から 2.0％に

変更しております。  

 数理計算上の差異を翌事業年度
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項目 
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) 

77,360 千円増加しております。  

 また、簡便法から原則法への変

更時差異 78,178 千円を特別損失

に計上しているため、税引前当期

純利益が 78,178 千円減少してお

ります。 

から償却するため、これによる営

業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響はありませ

ん。  

 また、当該変更に伴い、退職給

付債務は 18,937 千円減少してお

ります。 

 

 

41 ページ 

５．【個別財務諸表】  (6)【重要な会計方針の変更】 【表示方法の変更】 

 

＜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) 

 前事業年度において独立掲記しておりました「債務勘

定整理益」（当事業年度 1,667 千円）は営業外収益の

10/100 以下であるため、当事業年度においては営業外収

益の「その他」に含めて表示しております。      

 

――― 

 

 

＜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) 

 
――― 

（貸借対照表） 

 前事業年度において独立掲記しておりました「長期預

り保証金」（当事業年度 680 千円）は負債及び純資産の合

計の 1/100 以下であるため、当事業年度においては固定

負債の「その他」に含めて表示しております。     

（損益計算書）  

 前事業年度において独立掲記しておりました「債務勘

定整理益」（当事業年度 1,667 千円）は営業外収益の

10/100 以下であるため、当事業年度においては営業外収

益の「その他」に含めて表示しております。      

 

――― 

 

【追加情報】 

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) 

     

           ――― 

（支払方法の変更） 

 当事業年度より、一部の仕入先等への支払方法に一括

支払信託を導入しました。 

 これに伴い、従来の方法と比較して、「支払手形」が、

1,953,392 千円減少し、「買掛金」が同額増加しておりま

す。 
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42 ページ 

５．【個別財務諸表】  (7)【個別財務諸表に関する注記事項】（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) 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価       16,994 千円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価       29,929 千円 

※２ 関係会社との取引にかかるものは、次のとおりで

あります。 

受取配当金 59,900 千円
 

※２ 関係会社との取引にかかるものは、次のとおりで

あります。 

受取配当金 39,900 千円

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 806 千円

工具、器具及び備品 392 千円

合計 1,198 千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,208 千円

ソフトウエア 1,689 千円

合計 2,897 千円
※４ その他（特別損失）内訳 

     過年度損益修正損    2,087 千円  
※４ その他（特別損失）内訳 

借家権除却  825 千円

減損損失  2,323 千円

 

 

＜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 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価       16,994 千円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価       24,853 千円 

※２ 関係会社との取引にかかるものは、次のとおりで

あります。 

受取配当金 59,900 千円
 

※２ 関係会社との取引にかかるものは、次のとおりで

あります。 

受取配当金 39,900 千円
――― ※３ 過年度損益修正益の内訳 

 

前期売上高修正益 17,700 千円

過年度消費税等修正益 4,287 千円

合計 21,987 千円

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 806 千円

工具、器具及び備品 392 千円

合計 1,198 千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,208 千円

ソフトウエア 1,689 千円

合計 2,897 千円
※５ その他（特別損失）内訳 

     過年度損益修正損    2,087 千円  
※５ その他（特別損失）内訳 

借家権除却  825 千円

減損損失  2,323 千円

合計 3,149 千円

 

 

以上 


