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(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関するお知らせ 
 
平成 22年 4月 30日に発表いたしました「平成 22年 3月期 決算短信」につきまして、一部訂正を要

する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 訂正箇所には、下線  を付しております 
 
 

－記－ 

 

 

(訂正箇所) 

    (1) 13 ページ「4.【連結財務諸表】 (1)【連結貸借対照表】」 

    (2) 42 ページ「2．金融商品の時価等に関する事項」 
    (3) 47 ページ「(デリバティブ取引関係)」 

 
         ※詳細は次ページ以降をご覧下さい。 
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訂正箇所
(1)　13ページ「4.【連結財務諸表】　(1)【連結貸借対照表】」

＜訂正前＞
(単位：百万円)

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 1,444 1,565
　　受取手形及び売掛金 6,870 11,164
　　商品及び製品 2,370 2,038
　　仕掛品 304 343
　　原材料及び貯蔵品 698 655
　　その他 349 445
　　貸倒引当金 △238 △229
　　流動資産合計 11,799 15,983
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物及び構築物 ※2 10,149 ※2 10,246
　　　　減価償却累計額 △7,392 △7,594
　　　　減損損失累計額 △53 △48
　　　　建物及び構築物（純額） 2,704 2,603
　　　機械装置及び運搬具 13,609 13,236
　　　　減価償却累計額 △9,561 △9,894
　　　　減損損失累計額 △398 △252
　　　　機械装置及び運搬具（純額） 3,649 3,088
　　　工具、器具及び備品 9,080 9,248
　　　　減価償却累計額 △7,496 △7,771
　　　　減損損失累計額 △369 △369
　　　　工具、器具及び備品（純額） 1,214 1,107
　　　土地 ※2, ※3 3,957 ※2, ※3 3,957
　　　建設仮勘定 545 435
　　　有形固定資産合計 12,071 11,193
　　無形固定資産
　　　ソフトウエア 226 261
　　　その他 553 438
　　　無形固定資産合計 780 699
　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 ※1 451 ※1 412
　　　その他 285 268
　　　貸倒引当金 △85 △65
　　　投資その他の資産合計 651 615
　　固定資産合計 13,503 12,509
　資産合計 25,303 28,492
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＜訂正後＞
(単位：百万円)

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 1,444 1,565
　　受取手形及び売掛金 6,870 11,164
　　商品及び製品 2,370 2,038
　　仕掛品 304 343
　　原材料及び貯蔵品 698 655
　　その他 349 445
　　貸倒引当金 △238 △229
　　流動資産合計 11,799 15,983
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物及び構築物 ※2 10,149 ※2 10,294
　　　　減価償却累計額 △7,392 △7,643
　　　　減損損失累計額 △53 △48
　　　　建物及び構築物（純額） 2,704 2,603
　　　機械装置及び運搬具 13,609 13,489
　　　　減価償却累計額 △9,561 △10,147
　　　　減損損失累計額 △398 △252
　　　　機械装置及び運搬具（純額） 3,649 3,088
　　　工具、器具及び備品 9,080 9,617
　　　　減価償却累計額 △7,496 △8,140
　　　　減損損失累計額 △369 △369
　　　　工具、器具及び備品（純額） 1,214 1,107
　　　土地 ※2, ※3 3,957 ※2, ※3 3,957
　　　建設仮勘定 545 435
　　　有形固定資産合計 12,071 11,193
　　無形固定資産
　　　ソフトウエア 226 261
　　　その他 553 438
　　　無形固定資産合計 780 699
　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 ※1 451 ※1 412
　　　その他 285 268
　　　貸倒引当金 △85 △65
　　　投資その他の資産合計 651 615
　　固定資産合計 13,503 12,509
　資産合計 25,303 28,492
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(2) 42 ページ「２．金融商品の時価等に関する事項」 

 

＜訂正前＞ 
 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 22 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め

ておりません。（(注２)を参照ください。） 
(単位：百万円) 

 連結貸借対照表 
計上額 時価 差額 

(1)現金及び預金 1,565 1,565 ―

(2)受取手形及び売掛金 11,164 11,164 ―

(3)有価証券及び投資有価証券  

 ①満期保有目的の債券 ― ― ―

 ②その他有価証券 ― ― ―

資産計 12,729 12,729 ―

(1)支払手形及び買掛金 7,886 7,886 ―

(2)短期借入金 10,581 10,581 ―

(3)長期借入金 3,006 3,010 3

(4)リース債務 485 483 △1

負債計 21,959 21,961 2

デリバティブ取引  
 ヘッジ会計が適用されていない
もの 2,250 2,254 △3

デリバティブ取引計 2,250 2,254 △3

 

＜訂正後＞ 
 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 22 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め

ておりません。（(注２)を参照ください。） 
(単位：百万円) 

 連結貸借対照表 
計上額 時価 差額 

(1)現金及び預金 1,565 1,565 ―

(2)受取手形及び売掛金 11,164 11,164 ―

資産計 12,729 12,729 ―

(1)支払手形及び買掛金 7,886 7,886 ―

(2)短期借入金 10,581 10,581 ―

(3)長期借入金 3,006 3,010 3

(4)リース債務 485 483 △1

負債計 21,959 21,961 2

デリバティブ取引(※１)  
 ヘッジ会計が適用されていない
もの (3) (3) ―

デリバティブ取引計 (3) (3) ―

(※１)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については、()で示しております。 
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(3) 47 ページ「(デリバティブ取引関係)」 

 

＜訂正前＞ 

 
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．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

通貨関連 
(単位：百万円) 

 種類 契約額等 契約額等のうち
１年超 時価 評価損益 

為替予約取引     

 売建     

  米ドル 1,395 ― 1,392 2

市場取引 
以外の取引 

  ユーロ 855 ― 861 △6

合計 2,250 ― 2,254 △3

 

＜訂正後＞ 

 

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．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

通貨関連 
(単位：百万円) 

 種類 契約額等 契約額等のうち
１年超 時価 評価損益 

為替予約取引     

 売建     

  米ドル 1,395 ― 2 2

市場取引 
以外の取引 

  ユーロ 855 ― △6 △6

合計 2,250 ― △3 △3

(注) １ 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。 
２ 為替予約取引の時価については、契約で定められた受渡額に対応する時価を記載してお

りましたが、当連結会計年度より契約で定められた受渡額に対応する時価と受渡額との差
額を記載しております。この変更は、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企
業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年３月 10 日)の適用に伴い、「(金融商品関係) 2.
金融商品の時価等に関する事項」との整合性を図ることを目的としております。 

 
 

以  上 
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