
  

 

平成 22 年 6 月 8 日 

各  位 

会社名   株式会社 エンプラス 

代表者名  代表取締役社長 横田 大輔 

コード番号 6961 東証第一部 

問合せ先  取締役兼執行役員 管理本部長 

              笹倉 邦保 

TEL.048-253-3131 

 

（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 4 月 30 日 14 時 00 分に公表いたしました平成 22 年 3 月期決算短信の一部に訂正すべ

き事項がありましたので、お知らせいたします。 
 

 なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

記 

【訂正箇所】 

１．  ４ページ 

  １．経営成績 

   （２）財政状態に関する分析 

       (キャッシュ・フローの状況) 

   

２． ７ページ 

４．連結財務諸表 

 （１）連結貸借対照表  

 

３． 10 ページ 

４．連結財務諸表 

 （３）連結株主資本等変動計算書  

 

４． 12 ページ 

４．連結財務諸表 

 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

５． 17 ページ 

４．連結財務諸表 

   （１株当たり情報）－注記事項 

 

６． 20 ページ 

５．個別財務諸表 

 （１）貸借対照表  

 

７． 24、25 ページ 

５．個別財務諸表 

 （３）株主資本等変動計算書 
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1． 経営成績 
（２）財政状態に関する分析 

 
（訂正前） 
 
（キャッシュ・フローの状況）  
当連結会計期間末における現金及び現金同等物は 12,019 百万円となり、前連結会計年度末に比べて

1,864百万円減少しました。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において、税金等調整前当期純利益 622百万円（前連結会計年度は 6,991百万の損失）
を計上し、減価償却費 1,377百万円（前連結会計年度は 2,577百万円）を計上しましたが、売上債権が 1,631
百万円（前連結会計年度は 2,575百万円の減少）増加、特別退職金を 752百万円支払った結果、営業活動
による支出は 377百万円（前連結会計年度は 1,686百万円の収入）となりました。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において、有形固定資産の取得による支出 742百万円（前連結会計年度は 1,440百万円）
や無形固定資産の取得による支出 597 百万円（前連結会計年度は 84 百万円）を行った結果、投資活動に
よる支出は、1,011百万円（前連結会計年度は 1,776百万円）となりました。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において、自己株式の取得を 241百万円（前連結会計年度は 1,802百万円）、配当金の支
払いを 153百万円（前連結会計年度は 171百万円）行った結果、財務活動による支出は、398百万円（前
連結会計年度は 1,986百万円）となりました。 
 

 

（訂正後） 
 
（キャッシュ・フローの状況）  
当連結会計期間末における現金及び現金同等物は 12,019 百万円となり、前連結会計年度末に比べて

1,864百万円減少しました。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において、税金等調整前当期純利益 622百万円（前連結会計年度は 6,991百万の損失）
を計上し、減価償却費 1,377百万円（前連結会計年度は 2,577百万円）を計上しましたが、売上債権が 1,631
百万円（前連結会計年度は 2,575百万円の減少）増加、特別退職金を 757百万円支払った結果、営業活動
による支出は 377百万円（前連結会計年度は 1,686百万円の収入）となりました。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において、有形固定資産の取得による支出 742百万円（前連結会計年度は 1,440百万円）
や無形固定資産の取得による支出 597 百万円（前連結会計年度は 84 百万円）を行った結果、投資活動に
よる支出は、1,011百万円（前連結会計年度は 1,776百万円）となりました。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において、自己株式の取得を 241百万円（前連結会計年度は 1,802百万円）、配当金の支
払いを 153百万円（前連結会計年度は 171百万円）行った結果、財務活動による支出は、398百万円（前
連結会計年度は 1,986百万円）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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 572,131 1,278,496

未払法人税等 108,711 203,939

賞与引当金 392,303 305,580

役員賞与引当金 6,000 25,230

工場閉鎖損失引当金 757,000 757,000

その他 1,753,099 856,684

流動負債合計 3,589,246 3,426,931

固定負債   

退職給付引当金 54,361 79,379

役員退職慰労引当金 26,075 29,502

繰延税金負債 260,509 210,313

その他 48,868 20,595

固定負債合計 389,815 339,791

負債合計 3,979,061 3,766,722

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,080,454 8,080,454

資本剰余金 10,975,889 9,729,715

利益剰余金 18,060,436 18,146,534

自己株式 △7,678,364 △6,673,237

株主資本合計 29,438,415 29,283,466

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,000 197,067

為替換算調整勘定 △1,206,981 △1,208,126

評価・換算差額等合計 △1,102,980 △1,011,059

新株予約権 － 72,055

少数株主持分 185,973 201,640

純資産合計 28,521,408 28,546,102

負債純資産合計 32,500,470 32,312,825
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(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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 572,131 1,278,496

未払法人税等 108,711 203,939

賞与引当金 392,303 305,580

役員賞与引当金 6,000 25,230

工場閉鎖損失引当金 757,000 757,000

その他 1,753,099 856,684

流動負債合計 3,589,246 3,426,931

固定負債   

退職給付引当金 54,361 79,379

役員退職慰労引当金 26,075 29,502

繰延税金負債 260,509 210,313

その他 48,868 20,595

固定負債合計 389,815 339,791

負債合計 3,979,061 3,766,722

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,080,454 8,080,454

資本剰余金 10,975,889 10,021,143

利益剰余金 18,060,436 18,146,534

自己株式 △7,678,364 △6,964,665

株主資本合計 29,438,415 29,283,466

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,000 197,067

為替換算調整勘定 △1,206,981 △1,208,126

評価・換算差額等合計 △1,102,980 △1,011,059

新株予約権 － 72,055

少数株主持分 185,973 201,640

純資産合計 28,521,408 28,546,102

負債純資産合計 32,500,470 32,312,825
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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   

資本金   

前期末残高 8,080,454 8,080,454

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,080,454 8,080,454

資本剰余金   

前期末残高 10,975,889 10,975,889

当期変動額   

自己株式の消却 － △1,246,174

当期変動額合計 － △1,246,174

当期末残高 10,975,889 9,729,715

利益剰余金   

前期末残高 25,416,988 18,060,436

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 5,361 －

当期変動額   

剰余金の配当 △170,567 △153,925

当期純利益又は当期純損失（△） △7,188,630 256,866

連結範囲の変動 △2,714 △16,842

当期変動額合計 △7,361,913 86,097

当期末残高 18,060,436 18,146,534

自己株式   

前期末残高 △5,879,373 △7,678,364

当期変動額   

自己株式の取得 △1,798,990 △241,046

自己株式の消却 － 1,246,174

当期変動額合計 △1,798,990 1,005,127

当期末残高 △7,678,364 △6,673,237

株主資本合計   

前期末残高 38,593,958 29,438,415

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 5,361 －

当期変動額   

剰余金の配当 △170,567 △153,925

当期純利益又は当期純損失（△） △7,188,630 256,866

自己株式の取得 △1,798,990 △241,046

連結範囲の変動 △2,714 △16,842

当期変動額合計 △9,160,904 △154,948

当期末残高 29,438,415 29,283,466
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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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,080,454 8,080,454

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,080,454 8,080,454

資本剰余金   

前期末残高 10,975,889 10,975,889

当期変動額   

自己株式の消却 － △954,745

当期変動額合計 － △954,745

当期末残高 10,975,889 10,021,143

利益剰余金   

前期末残高 25,416,988 18,060,436

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 5,361 －

当期変動額   

剰余金の配当 △170,567 △153,925

当期純利益又は当期純損失（△） △7,188,630 256,866

連結範囲の変動 △2,714 △16,842

当期変動額合計 △7,361,913 86,097

当期末残高 18,060,436 18,146,534

自己株式   

前期末残高 △5,879,373 △7,678,364

当期変動額   

自己株式の取得 △1,798,990 △241,046

自己株式の消却 － 954,745

当期変動額合計 △1,798,990 713,698

当期末残高 △7,678,364 △6,964,665

株主資本合計   

前期末残高 38,593,958 29,438,415

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 5,361 －

当期変動額   

剰余金の配当 △170,567 △153,925

当期純利益又は当期純損失（△） △7,188,630 256,866

自己株式の取得 △1,798,990 △241,046

連結範囲の変動 △2,714 △16,842

当期変動額合計 △9,160,904 △154,948

当期末残高 29,438,415 29,283,466
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（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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△6,991,037 622,681

減価償却費 2,577,247 1,377,626

減損損失 2,595,889 43,476

有形固定資産除却損 121,155 43,627

工場閉鎖損失引当金繰入額 757,000 －

投資有価証券評価損益（△は益） 372,255 －

事業再構築費用 1,219,921 43,246

株式報酬費用 － 72,055

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,999 △87,840

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △338,449 3,427

受取利息及び受取配当金 △154,391 △79,486

売上債権の増減額（△は増加） 2,575,236 △1,631,049

たな卸資産の増減額（△は増加） 385,489 △33,265

仕入債務の増減額（△は減少） △590,223 428,794

その他 △594,954 △450,662

小計 1,868,139 352,630

特別退職金の支払額 － △752,038

利息及び配当金の受取額 144,599 90,503

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △326,313 △68,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,686,426 △377,641

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △848,313 △814,668

定期預金の払戻による収入 773,510 892,442

有形固定資産の取得による支出 △1,440,322 △742,432

無形固定資産の取得による支出 △84,497 △597,946

その他 △176,687 251,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,776,309 △1,011,557

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △1,802,605 △241,046

配当金の支払額 △171,564 △153,419

その他 △11,830 △3,625

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,986,001 △398,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 △114,251 △72,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,190,135 △1,859,901

現金及び現金同等物の期首残高 16,073,835 13,883,700

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △4,135

現金及び現金同等物の期末残高 13,883,700 12,019,663
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△6,991,037 622,681

減価償却費 2,577,247 1,377,626

減損損失 2,595,889 43,476

有形固定資産除却損 121,155 43,627

工場閉鎖損失引当金繰入額 757,000 －

投資有価証券評価損益（△は益） 372,255 －

事業再構築費用 1,219,921 43,246

株式報酬費用 － 72,055

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,999 △87,840

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △338,449 3,427

受取利息及び受取配当金 △154,391 △79,486

売上債権の増減額（△は増加） 2,575,236 △1,631,049

たな卸資産の増減額（△は増加） 385,489 △33,265

仕入債務の増減額（△は減少） △590,223 428,794

その他 △594,954 △445,662

小計 1,868,139 357,630

特別退職金の支払額 － △757,038

利息及び配当金の受取額 144,599 90,503

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △326,313 △68,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,686,426 △377,641

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △848,313 △814,668

定期預金の払戻による収入 773,510 892,442

有形固定資産の取得による支出 △1,440,322 △742,432

無形固定資産の取得による支出 △84,497 △597,946

その他 △176,687 251,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,776,309 △1,011,557

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △1,802,605 △241,046

配当金の支払額 △171,564 △153,419

少数株主への配当金の支払額 △11,830 △3,625

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,986,001 △398,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 △114,251 △72,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,190,135 △1,859,901

現金及び現金同等物の期首残高 16,073,835 13,883,700

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △4,135

現金及び現金同等物の期末残高 13,883,700 12,019,663
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（１株当たり情報） 
 
（訂正前） 
（注）１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

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 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失   

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △7,188,630 256,866

                    中    略 

 普通株式増加数(株) - 78,222 

  (うち新株予約権(株)) - 78,222 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

第１回ストックオプション

(株式の数 190,000 株)

第１回ストックオプション

(株式の数 130,000 株)

 

 

 
（訂正後） 
（注）１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

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 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失   

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △7,188,630 256,866

                    中    略 

 普通株式増加数(株) - 78,222 

  (うち新株予約権(株)) - 78,222 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

第１回ストックオプション

(株式の数 190,000 株)

第１回ストックオプション

(株式の数 129,000 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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,080,454 8,080,454

資本剰余金   

資本準備金 10,975,889 2,020,114

その他資本剰余金 － 7,709,601

資本剰余金合計 10,975,889 9,729,715

利益剰余金   

利益準備金 622,862 －

その他利益剰余金   

特別償却準備金 5 0

買換資産圧縮積立金 1,423 1,174

別途積立金 9,000,000 －

繰越利益剰余金 △903,527 8,856,270

利益剰余金合計 8,720,763 8,857,445

自己株式 △7,678,364 △6,673,237

株主資本合計 20,098,742 19,994,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,000 197,067

評価・換算差額等合計 104,000 197,067

新株予約権 － 72,055

純資産合計 20,202,743 20,263,500

負債純資産合計 23,028,354 22,771,603
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,080,454 8,080,454

資本剰余金   

資本準備金 10,975,889 2,020,114

その他資本剰余金 － 8,001,029

資本剰余金合計 10,975,889 10,021,143

利益剰余金   

利益準備金 622,862 －

その他利益剰余金   

特別償却準備金 5 0

買換資産圧縮積立金 1,423 1,174

別途積立金 9,000,000 －

繰越利益剰余金 △903,527 8,856,270

利益剰余金合計 8,720,763 8,857,445

自己株式 △7,678,364 △6,964,665

株主資本合計 20,098,742 19,994,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,000 197,067

評価・換算差額等合計 104,000 197,067

新株予約権 － 72,055

純資産合計 20,202,743 20,263,500

負債純資産合計 23,028,354 22,771,603
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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   

資本金   

前期末残高 8,080,454 8,080,454

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,080,454 8,080,454

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,975,889 10,975,889

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － △8,955,775

当期変動額合計 － △8,955,775

当期末残高 10,975,889 2,020,114

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 8,955,775

自己株式の消却 － △1,246,174

当期変動額合計 － 7,709,601

当期末残高 － 7,709,601

資本剰余金合計   

前期末残高 10,975,889 10,975,889

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

自己株式の消却 － △1,246,174

当期変動額合計 － △1,246,174

当期末残高 10,975,889 9,729,715

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 622,862 622,862

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △622,862

当期変動額合計 － △622,862

当期末残高 622,862 －

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 6,018 5

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △6,012 △5

当期変動額合計 △6,012 △5
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(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) 

当期末残高 5 0

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 1,804 1,423

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △381 △248

当期変動額合計 △381 △248

当期末残高 1,423 1,174

別途積立金   

前期末残高 9,000,000 9,000,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △9,000,000

当期変動額合計 － △9,000,000

当期末残高 9,000,000 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,896,572 △903,527

当期変動額   

利益準備金の取崩 － 622,862

特別償却準備金の取崩 6,012 5

買換資産圧縮積立金の取崩 381 248

剰余金の配当 △170,567 △153,925

当期純利益又は当期純損失（△） △5,635,926 290,607

別途積立金の取崩 － 9,000,000

当期変動額合計 △5,800,100 9,759,798

当期末残高 △903,527 8,856,270

利益剰余金合計   

前期末残高 14,527,257 8,720,763

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △170,567 △153,925

当期純利益又は当期純損失（△） △5,635,926 290,607

当期変動額合計 △5,806,494 136,681

当期末残高 8,720,763 8,857,445

自己株式   

前期末残高 △5,879,373 △7,678,364

当期変動額   

自己株式の取得 △1,798,990 △241,046

自己株式の消却 － 1,246,174

当期変動額合計 △1,798,990 1,005,127

当期末残高 △7,678,364 △6,673,237
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(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   

資本金   

前期末残高 8,080,454 8,080,454

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,080,454 8,080,454

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,975,889 10,975,889

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － △8,955,775

当期変動額合計 － △8,955,775

当期末残高 10,975,889 2,020,114

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 8,955,775

自己株式の消却 － △954,745

当期変動額合計 － 8,001,029

当期末残高 － 8,001,029

資本剰余金合計   

前期末残高 10,975,889 10,975,889

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

自己株式の消却 － △954,745

当期変動額合計 － △954,745

当期末残高 10,975,889 10,021,143

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 622,862 622,862

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △622,862

当期変動額合計 － △622,862

当期末残高 622,862 －

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 6,018 5

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △6,012 △5

当期変動額合計 △6,012 △5
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(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) 

当期末残高 5 0

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 1,804 1,423

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △381 △248

当期変動額合計 △381 △248

当期末残高 1,423 1,174

別途積立金   

前期末残高 9,000,000 9,000,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △9,000,000

当期変動額合計 － △9,000,000

当期末残高 9,000,000 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,896,572 △903,527

当期変動額   

利益準備金の取崩 － 622,862

特別償却準備金の取崩 6,012 5

買換資産圧縮積立金の取崩 381 248

剰余金の配当 △170,567 △153,925

当期純利益又は当期純損失（△） △5,635,926 290,607

別途積立金の取崩 － 9,000,000

当期変動額合計 △5,800,100 9,759,798

当期末残高 △903,527 8,856,270

利益剰余金合計   

前期末残高 14,527,257 8,720,763

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △170,567 △153,925

当期純利益又は当期純損失（△） △5,635,926 290,607

当期変動額合計 △5,806,494 136,681

当期末残高 8,720,763 8,857,445

自己株式   

前期末残高 △5,879,373 △7,678,364

当期変動額   

自己株式の取得 △1,798,990 △241,046

自己株式の消却 － 954,745

当期変動額合計 △1,798,990 713,698

当期末残高 △7,678,364 △6,964,665
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