
 

各  位                                   平成 23 年 3 月 1 日 

 
                                                                  

会  社  名 株式会社日本抵抗器製作所 

代表取締役社長 木 村  準 

                （コード番号  ６９７７ 東証 第二部） 

                  問合せ先     社長室 部長 砂田 武男 

                            TEL(03)3762-8523 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年 12 月期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 23 年 2 月 14 日に発表いたしました「平成 22 年 12 月期決算短信」の一部訂正があ 

りましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正 

後の数値データも送信いたします。 

 なお、訂正個所は を付しております。 

 

記 
 
［訂正理由］ 
 決算短信発表後の連結子会社の外注先の与信調査の結果、平成 22 年 12 月期連結決算に 

おいて正常債権と認識しておりました債権の一部 37,102 千円が、貸倒懸念債権であること 

が判明しました。この債権について保守的に貸倒引当金を計上し、下記数値データの訂正 

を行いました。なお、貸倒引当金の特別損失への繰入額は 37,102 千円であり、繰延税金及 
び少数株主持分損益計上後の連結当期純利益に与える影響額は△7,416 千円であります。 
この結果、連結当期純利益は 37,705 千円（訂正前 45,121 千円）となりました。 
 
［訂正箇所］ 

1. 1 ページ 

1. 22 年 12 月期の連結業績(平成 22 年 1 月 1日～平成 22 年 12 月 31 日) 

   (1)連結経営成績 

   (2)連結財政状態 

2. 3 ページ 

   1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

(当期の経営成績) 
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3. 3 ページ 

 1. 経営成績 

(2) 財政状態に関する分析 

  （資産、負債及び純資産の状況） 

  （キャッシュ・フローの状況） 

4. 7 ページ 

   4. 連結財務諸表 

   (1)連結貸借対照表 

5. 9 ページ 

(3) 連結損益計算書 

 

6. 10 ページ 

(4) 連結株主資本等変動計算書 

7. 12 ページ 

   (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

8. 19 ページ 

   (1 株当たり情報) 

 

 

［訂正内容］ 

1. 1 ページ 

2. 22 年 12 月期の連結業績(平成 22 年 1 月 1日～平成 22 年 12 月 31 日) 

(1) 連結経営成績 

（訂正前） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 

22 年 12 月期 

21 年 12 月期 

百万円 

6,416 

4,593 

％

39.7

△35.1

百万円

246

△207

％

―

―

百万円

169

△258

％ 

― 

― 

百万円 

45 

△196 

％

―

―

 

 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 

 

22 年 12 月期 

21 年 12 月期 

円 銭 

3.76 

△16.34 

円 銭

― 

― 

％

6.4

△21.8

％ 

2.7 

△3.7 

％

3.8

△4.5
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（訂正後） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 

22 年 12 月期 

21 年 12 月期 

百万円 

6,416 

4,593 

％

39.7

△35.1

百万円

246

△207

％

―

―

百万円

169

△258

％ 

― 

― 

百万円 

37 

△196 

％

―

―

 

 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 

 

22 年 12 月期 

21 年 12 月期 

円 銭 

3.14 

△16.34 

円 銭

― 

― 

％

5.3

△21.8

％ 

2.7 

△3.7 

％

3.8

△4.5

 

(2) 連結財政状態 

（訂正前） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産

 

22 年 12 月期 

21 年 12 月期 

百万円 

6,357 

6,565 

百万円

804

700

％

11.1

10.3

円 銭

58.62

56.17

（参考）自己資本   22 年 12 月期 703 百万円  21 年 12 月期 674 百万円 

 

（訂正後） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産

 

22 年 12 月期 

21 年 12 月期 

百万円 

6,335 

6,565 

百万円

783

700

％

11.0

10.3

円 銭

58.00

56.17

（参考）自己資本   22 年 12 月期 696 百万円  21 年 12 月期 674 百万円 

 

2. 3 ページ 

   1. 経営成績 

(5) 経営成績に関する分析 

(当期の経営成績) 

（訂正前） 

  当 期 純 利 益  4 千 5 百万円（前年当期純損失 △1億 9千 6百万円） 

（訂正後） 

当 期 純 利 益  3 千 7 百万円（前年当期純損失 △1億 9千 6百万円） 
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3. 3 ページ 

 1. 経営成績 

(3) 財政状態に関する分析 

（訂正前） 

  （資産、負債及び純資産の状況） 

 当連結会計年度末の連結総資産は、前年同期と比較して 208 百万円減少し 6,357 百万円となりました。 

変動の主なものは、現預金の 421 百万円の減少、売掛債権等の 145 百万円の増加、建物及び構築物増加 17 

百万円、機械装置及び運搬具の増加 98 百万円、工具、器具及び備品の減少 52 百万円、リース資産の増加 

31 百万円、投資有価証券の減少 43 百万円であります。 

 負債は前年同期と比較して 312 百万円減少し 5,552 百万円となりました。変動の主なものは、支払手形 

及び買掛金の 47 百万円の増加、金融債務（短期借入金、長期借入金、社債の合計）の 532 百万円減少、退

職給付引当金の増加 116 百万円であります。 

 純資産は前年同期と比較して 104 百万円増加し、804 百万円となりました。変動の主なものは利益剰余 

金の増加 45 百万円、少数株主持分の増加 75 百万円であります。 

 1 株当たり純資産は前年同期と比較して 2円 45 銭増加し、58.62 円となり自己資本比率は 11.1%となり 

ました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 
 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは 377 百万円となりました。これは主とし 

て、税金等調整前当期純利益が 130 百万円となったこと、減価償却費の増加 158 百万円、退職給付引当金 

115 百万円の増加、売上債権の増加△167 百万円、仕入債務の増加 61 百万円があり、一方で投資有価証券 

評価損 60 百万円の減少等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の増加△254 

百万円が主なもので、△224 百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長短借入金の増 

加 514 百万円、長期借入金の返済△1,085 百万円、社債の発行収入 100 百万円、社債償還支出△60 百万円、 

ファイナンス・リース債務支出△17 百万円等により△548 百万円となりました。これらの結果、当連結会 

計年度末の現金及び現金同等物の残高は 1,916 百万円となりました。 
  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   平成 20年 12期 平成 21 年 12 期 平成 22年 12月期

自己資本比率(%) 12.2 10.3 11.1

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率(%) 14.8 16.1 16.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ― ― 9.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― ― 5.2
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（訂正後） 

  （資産、負債及び純資産の状況） 

 当連結会計年度末の連結総資産は、前年同期と比較して 230 百万円減少し 6,335 百万円となりました。 

変動の主なものは、現預金の 421 百万円の減少、売掛債権等の 145 百万円の増加、建物及び構築物増加 17 

百万円、機械装置及び運搬具の増加 98 百万円、工具、器具及び備品の減少 52 百万円、リース資産の増加 

31 百万円、投資有価証券の減少 43 百万円であります。 

 負債は前年同期と比較して 312 百万円減少し 5,552 百万円となりました。変動の主なものは、支払手形 

及び買掛金の 47 百万円の増加、金融債務（短期借入金、長期借入金、社債の合計）の 532 百万円減少、退

職給付引当金の増加 116 百万円であります。 

 純資産は前年同期と比較して 83 百万円増加し、783 百万円となりました。変動の主なものは利益剰余 

金の増加 37 百万円、少数株主持分の増加 60 百万円であります。 

 1 株当たり純資産は前年同期と比較して 1円 83 銭増加し、58.00 円となり自己資本比率は 11.0%となり 

ました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 
 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは 377 百万円となりました。これは主とし 

て、税金等調整前当期純利益が 93 百万円となったこと、減価償却費の増加 158 百万円、退職給付引当金 

115 百万円の増加、売上債権の増加△167 百万円、仕入債務の増加 61 百万円があり、一方で投資有価証券 

評価損 60 百万円の増加等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の増加△254 

百万円が主なもので、△224 百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長短借入金の増 

加 514 百万円、長期借入金の返済△1,085 百万円、社債の発行収入 100 百万円、社債償還支出△60 百万円、 

ファイナンス・リース債務支出△17 百万円等により△548 百万円となりました。これらの結果、当連結会 

計年度末の現金及び現金同等物の残高は 1,916 百万円となりました。 
  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   平成 20年 12期 平成 21 年 12 期 平成 22年 12月期

自己資本比率(%) 12.2 10.3 11.0

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率(%) 14.8 16.1 16.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ― ― 9.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― ― 5.2
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,494,434 2,073,329

受取手形及び売掛金 1,374,226 1,519,616

たな卸資産 － －

商品及び製品 200,843 183,042

仕掛品 32,947 37,484

原材料及び貯蔵品 581,753 601,645

未収入金 246,155 243,567

繰延税金資産 16,724 30,195

その他 29,892 41,937

貸倒引当金 － △6,000

流動資産合計 4,976,974 4,724,815

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 900,401 917,900

機械装置及び運搬具 748,009 846,238

工具、器具及び備品 1,130,328 1,078,051

土地 303,693 303,693

リース資産 196,379 227,257

建設仮勘定 － 999

減価償却累計額 △2,251,179 △2,267,907

有形固定資産合計 1,027,631 1,106,231

無形固定資産 17,541 13,747

投資その他の資産   

投資有価証券 294,374 251,669

長期貸付金 21,863 16,924

繰延税金資産 121,915 135,795

その他 105,023 105,712

投資その他の資産合計 543,175 510,100

固定資産合計 1,588,347 1,630,078

繰延資産 － 2,692

資産合計 6,565,321 6,357,585

56

UO
タイプライターテキスト
（訂正前）

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
下線



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,327,394 1,374,410

短期借入金 1,810,007 1,924,973

1年内償還予定の社債 60,000 80,000

リース債務 28,119 21,436

未払法人税等 3,824 9,193

受注損失引当金 － 3,086

その他 77,200 120,699

流動負債合計 3,306,544 3,533,797

固定負債   

社債 240,000 260,000

長期借入金 2,045,008 1,359,380

リース債務 29,280 40,310

退職給付引当金 243,674 359,110

その他 154 106

固定負債合計 2,558,116 2,018,906

負債合計 5,864,660 5,552,703

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 131,417 131,417

利益剰余金 11,568 56,689

自己株式 △168,388 △165,244

株主資本合計 698,997 747,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,376 3,631

為替換算調整勘定 △11,226 △47,143

評価・換算差額等合計 △24,602 △43,512

少数株主持分 26,266 101,132

純資産合計 700,661 804,882

負債純資産合計 6,565,321 6,357,585

67

UO
タイプライターテキスト
（訂正前）

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
下線



１【連結財務諸表等】 
（１）【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,494,434 2,073,329

受取手形及び売掛金 1,374,226 1,519,616

商品及び製品 200,843 183,042

仕掛品 32,947 37,484

原材料及び貯蔵品 581,753 601,645

未収入金 246,155 243,567

繰延税金資産 16,724 45,599

その他 29,892 41,938

貸倒引当金 － △43,102

流動資産合計 4,976,974 4,703,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 900,401 917,900

機械装置及び運搬具 748,009 846,238

工具、器具及び備品 1,130,328 1,078,051

土地 303,693 303,693

リース資産 196,379 227,257

建設仮勘定 － 999

減価償却累計額 △2,251,179 △2,267,907

有形固定資産合計 1,027,631 1,106,231

無形固定資産 17,541 13,747

投資その他の資産   

投資有価証券 294,374 251,669

長期貸付金 21,863 16,924

繰延税金資産 121,915 135,795

その他 105,023 105,712

投資その他の資産合計 543,175 510,100

固定資産合計 1,588,347 1,630,078

繰延資産 － 2,692

資産合計 6,565,321 6,335,888

78

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
タイプライターテキスト
（訂正後）



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,327,394 1,374,410

短期借入金 1,810,007 1,924,973

1年内償還予定の社債 60,000 80,000

リース債務 28,119 21,436

未払法人税等 3,824 9,193

受注損失引当金 － 3,086

その他 77,200 120,699

流動負債合計 3,306,544 3,533,797

固定負債   

社債 240,000 260,000

長期借入金 2,045,008 1,359,380

リース債務 29,280 40,310

退職給付引当金 243,674 359,110

その他 154 106

固定負債合計 2,558,116 2,018,906

負債合計 5,864,660 5,552,703

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 131,417 131,417

利益剰余金 11,568 49,273

自己株式 △168,388 △165,244

株主資本合計 698,997 739,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,376 3,631

為替換算調整勘定 △11,226 △47,143

評価・換算差額等合計 △24,602 △43,512

少数株主持分 26,266 86,851

純資産合計 700,661 783,185

負債純資産合計 6,565,321 6,335,888

89

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
下線

UO
タイプライターテキスト
（訂正後）



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,593,326 6,416,939

売上原価 3,685,030 4,963,420

売上総利益 908,296 1,453,519

販売費及び一般管理費 1,115,815 1,207,447

営業利益又は営業損失（△） △207,519 246,072

営業外収益   

受取利息 3,294 2,101

受取配当金 3,784 5,171

不動産賃貸料 20,735 11,401

助成金収入 31,323 6,477

その他 13,395 18,229

営業外収益合計 72,531 43,379

営業外費用   

支払利息及び手形売却損 78,858 71,861

売上割引 2,130 2,721

為替差損 26,388 26,674

その他 15,709 18,512

営業外費用合計 123,085 119,768

経常利益又は経常損失（△） △258,073 169,683

特別利益   

固定資産売却益 30 －

貸倒引当金戻入額 9,819 16,552

デリバティブ評価益 28,893 9,949

持分変動利益 3,515 －

その他 3,153 －

特別利益合計 45,410 26,501

特別損失   

固定資産売却損 － 52

固定資産除却損 2,069 4,971

投資有価証券売却損 － 136

投資有価証券評価損 － 60,429

退職金 58,450 －

その他 6,853 －

特別損失合計 67,372 65,588

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△280,035 130,596

法人税、住民税及び事業税 △3,697 11,679

法人税等調整額 125,130 △30,529

法人税等合計 121,433 △18,850

少数株主利益又は少数株主損失（△） △205,186 104,325

当期純利益又は当期純損失（△） △196,282 45,121
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②【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,593,326 6,416,939

売上原価 3,685,030 4,963,420

売上総利益 908,296 1,453,519

販売費及び一般管理費 1,115,815 1,207,447

営業利益又は営業損失（△） △207,519 246,072

営業外収益   

受取利息 3,294 2,101

受取配当金 3,784 5,171

不動産賃貸料 20,735 11,401

助成金収入 31,323 6,477

その他 13,395 18,229

営業外収益合計 72,531 43,379

営業外費用   

支払利息及び手形売却損 78,858 71,861

売上割引 2,130 2,721

為替差損 26,388 26,674

その他 15,709 18,512

営業外費用合計 123,085 119,768

経常利益又は経常損失（△） △258,073 169,683

特別利益   

固定資産売却益 30 －

貸倒引当金戻入額 9,819 16,552

デリバティブ評価益 28,893 9,949

持分変動利益 3,515 －

その他 3,153 －

特別利益合計 45,410 26,501

特別損失   

固定資産売却損 － 52

固定資産除却損 2,069 4,971

投資有価証券売却損 － 136

投資有価証券評価損 － 60,429

退職金 58,450 －

貸倒引当金繰入額 － 37,102

その他 6,853 －

特別損失合計 67,372 102,690

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△280,035 93,494

法人税、住民税及び事業税 △3,697 11,679

法人税等調整額 125,130 △45,934

法人税等合計 121,433 △34,255

少数株主利益又は少数株主損失（△） △205,186 90,044

当期純利益又は当期純損失（△） △196,282 37,705
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 724,400 724,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 724,400 724,400

資本剰余金   

前期末残高 131,417 131,417

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 131,417 131,417

利益剰余金   

前期末残高 207,850 11,568

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △196,282 45,121

当期変動額合計 △196,282 45,121

当期末残高 11,568 56,689

自己株式   

前期末残高 △147,939 △168,388

当期変動額   

自己株式の取得 △51 △161

少数株主分の自己株式振替額 △20,398 3,305

当期変動額合計 △20,449 3,144

当期末残高 △168,388 △165,244

株主資本合計   

前期末残高 915,728 698,997

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △196,282 45,121

自己株式の取得 △51 △161

少数株主分の自己株式振替額 △20,398 3,305

当期変動額合計 △216,731 48,265

当期末残高 698,997 747,262
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △4,823 △13,376

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,553 17,007

当期変動額合計 △8,553 17,007

当期末残高 △13,376 3,631

為替換算調整勘定   

前期末残高 △16,150 △11,226

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,924 △35,917

当期変動額合計 4,924 △35,917

当期末残高 △11,226 △47,143

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △20,973 △24,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,629 △18,910

当期変動額合計 △3,629 △18,910

当期末残高 △24,602 △43,512

少数株主持分   

前期末残高 205,209 26,266

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △178,943 74,866

当期変動額合計 △178,943 74,866

当期末残高 26,266 101,132

純資産合計   

前期末残高 1,099,964 700,661

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △196,282 45,121

自己株式の取得 △51 △161

少数株主分の自己株式振替額 △20,398 3,305

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △182,572 55,956

当期変動額合計 △399,303 104,221

当期末残高 700,661 804,882
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 724,400 724,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 724,400 724,400

資本剰余金   

前期末残高 131,417 131,417

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 131,417 131,417

利益剰余金   

前期末残高 207,850 11,568

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △196,282 37,705

当期変動額合計 △196,282 37,705

当期末残高 11,568 49,273

自己株式   

前期末残高 △147,939 △168,388

当期変動額   

自己株式の取得 △51 △161

少数株主分の自己株式振替額 △20,398 3,305

当期変動額合計 △20,449 3,144

当期末残高 △168,388 △165,244

株主資本合計   

前期末残高 915,728 698,997

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △196,282 37,705

自己株式の取得 △51 △161

少数株主分の自己株式振替額 △20,398 3,305

当期変動額合計 △216,731 40,849

当期末残高 698,997 739,846
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △4,823 △13,376

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,553 17,007

当期変動額合計 △8,553 17,007

当期末残高 △13,376 3,631

為替換算調整勘定   

前期末残高 △16,150 △11,226

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,924 △35,917

当期変動額合計 4,924 △35,917

当期末残高 △11,226 △47,143

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △20,973 △24,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,629 △18,910

当期変動額合計 △3,629 △18,910

当期末残高 △24,602 △43,512

少数株主持分   

前期末残高 205,209 26,266

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △178,943 60,585

当期変動額合計 △178,943 60,585

当期末残高 26,266 86,851

純資産合計   

前期末残高 1,099,964 700,661

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △196,282 37,705

自己株式の取得 △51 △161

少数株主分の自己株式振替額 △20,398 3,305

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △182,572 41,675

当期変動額合計 △399,303 82,524

当期末残高 700,661 783,185
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12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損失（△） △280,035 130,596

減価償却費 143,168 158,503

退職給付引当金の増減額（△は減少） △80,167 115,436

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,319 6,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 3,086

受取利息及び受取配当金 △7,078 △7,272

支払利息及び手形売却損 78,858 71,861

有形固定資産売却損益（△は益） △30 52

有形固定資産除却損 2,069 4,971

投資有価証券評価損益（△は益） － 60,429

持分変動損益（△は益） △3,515 136

デリバティブ評価損益（△は益） △28,893 △9,949

売上債権の増減額（△は増加） 407,005 △167,120

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,161 △28,754

仕入債務の増減額（△は減少） △301,665 61,198

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,977 19,947

割引手形の増減額（△は減少） △133,760 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,920 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 15,333 －

その他 － 34,195

小計 △137,925 453,315

利息及び配当金の受取額 7,078 7,272

利息の支払額 △80,644 △71,861

法人税等の支払額 △11,354 △11,679

営業活動によるキャッシュ・フロー △222,845 377,047

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 △86,136 △254,828

無形固定資産の取得による支出 △1,557 △117

有形固定資産の売却による収入 773 －

投資有価証券の取得による支出 △16,149 △371

投資有価証券の売却による収入 － 7,795

貸付けによる支出 △19,360 △10,700

貸付金の回収による収入 25,995 15,074

定期預金の預入による支出 △118,574 △58,679

定期預金の払戻による収入 113,818 76,897

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,190 △224,929
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12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（△）

△280,035 93,494

減価償却費 143,168 158,503

退職給付引当金の増減額（△は減少） △80,167 115,436

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,319 43,102

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 3,086

受取利息及び受取配当金 △7,078 △7,272

支払利息及び手形売却損 78,858 71,861

有形固定資産売却損益（△は益） △30 52

有形固定資産除却損 2,069 4,971

投資有価証券評価損益（△は益） － 60,429

持分変動損益（△は益） △3,515 136

デリバティブ評価損益（△は益） △28,893 △9,949

売上債権の増減額（△は増加） 407,005 △167,120

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,161 △28,754

仕入債務の増減額（△は減少） △301,665 61,198

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,977 19,947

割引手形の増減額（△は減少） △133,760 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,920 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 15,333 －

その他 － 34,195

小計 △137,925 453,315

利息及び配当金の受取額 7,078 7,272

利息の支払額 △80,644 △71,861

法人税等の支払額 △11,354 △11,679

営業活動によるキャッシュ・フロー △222,845 377,047

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 △86,136 △254,828

無形固定資産の取得による支出 △1,557 △117

有形固定資産の売却による収入 773 －

投資有価証券の取得による支出 △16,149 △371

投資有価証券の売却による収入 － 7,795

貸付けによる支出 △19,360 △10,700

貸付金の回収による収入 25,995 15,074

定期預金の預入による支出 △118,574 △58,679

定期預金の払戻による収入 113,818 76,897

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,190 △224,929
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8. 19 ページ 

   (1 株当たり情報) 

（訂正前） 

前連結会計年度 

（自 平成 21 年 1 月 1 日 

   至 平成 21 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 22 年 1 月 1 日 

   至 平成 22 年 12 月 31 日） 

1株当たり純資産額            56円 17銭

1株当たり当期純利益金額         △16円 34銭

 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1 株当たり純資産額            58 円 62 銭

1 株当たり当期純利益金額          3 円 76 銭

 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注)1.1 株当たり純資産算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成 21 年 1 月 1 日 

   至 平成 21 年 12 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 22 年 1 月 1 日 

  至 平成22年12月31日）

純資産の部の合計額（千円） 700,661 804,882

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 26,266 101,132

（うち少数株主持分） (26,266) (101,132)

普通株式に係る期末純資産額（千円） 674,395 703,750

期末の普通株式の数（株） 12,006,513 12,004,755

(注)2.1 株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成 21 年 1 月 1 日 

   至 平成 21 年 12 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 22 年 1 月 1 日 

  至 平成 22 年 12 月 31 日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △196,282 45,121

普通株式に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） △196,282 45,121

普通株式に係る期中平均株式数（千円） 12,010 12,005
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（訂正後） 

前連結会計年度 

（自 平成 21 年 1 月 1 日 

   至 平成 21 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 22 年 1 月 1 日 

   至 平成 22 年 12 月 31 日） 

1株当たり純資産額            56円 17銭

1株当たり当期純利益金額         △16円 34銭

 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1 株当たり純資産額            58 円 00 銭

1 株当たり当期純利益金額          3 円 14 銭

 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注)1.1 株当たり純資産算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成 21 年 1 月 1 日 

   至 平成 21 年 12 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 22 年 1 月 1 日 

  至 平成22年12月31日）

純資産の部の合計額（千円） 700,661 783,185

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 26,266 86,851

（うち少数株主持分） (26,266) (86,851)

普通株式に係る期末純資産額（千円） 674,395 696,334

期末の普通株式の数（株） 12,006,513 12,004,755

(注)2.1 株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成 21 年 1 月 1 日 

   至 平成 21 年 12 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 22 年 1 月 1 日 

  至 平成22年12月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △196,282 37,705

普通株式に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失 

（千円） 
△196,282 37,705

普通株式に係る期中平均株式数（千円） 12,010 12,005

 

                                 以 上 
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