
  
 

 
平成 23 年５月 18 日 

各 位 
                            会 社 名 明治機械株式会社 
                            代表者名 代表取締役社長  高橋 豊三郎 
                            （コード番号 ６３３４ 東証第二部） 
                            問合せ先 総務部長     高工 弘 
                            （TEL．03－5295－3511） 
 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正

について 
 
平成 23 年５月 16 日に公表いたしました「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について、一部訂正すべき

事項がありましたので、下記のとおり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。 
 

記 
 

１．訂正理由 
  「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について、当社子会社ラップマスターエスエフティ株式

会社への短期貸付金に対して貸倒引当金565百万円を計上することとしたため訂正するものであります。 
なお、連結経営成績への影響はありません。 

 
２．訂正事項 

  訂正箇所は で示してあります。 

 
  訂正箇所：サマリー情報及び添付資料 50、51、52、54、55、57 ページ 
   サマリー情報 
   （参照）個別業績の概要 
   １．平成 23 年３月期の個別業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
    （１）個別経営成績 
    （２）個別財政状態 
   添付資料 
   ５．個別財務諸表 
    （１）貸借対照表 
    （２）損益計算書 
    （３）株主資本等変動計算書 
    （４）継続企業の前提に関する注記 

 

 

【訂正前】 

（参照）個別業績の概要 

１．平成 23 年３月期の個別業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
（１）個別経営成績                               （％表示は対前期増減率） 
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 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 

23 年３月期 

22 年３月期 

百万円 

9,074 

5,523 

％ 

64.3 

△28.5 

百万円

257

△1,926

％

― 

― 

百万円

300

△1,862

％

― 

― 

百万円 

△851 

△1,737 

％

― 

― 

 

 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 

 

23 年３月期 

22 年３月期 

円 銭

△9.01

△22.50

円 銭

― 

― 

 

（２）個別財政状態                               （％表示は対前期増減率） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

23 年３月期 

22 年３月期 

百万円 

11,932 

11,381 

百万円

5,260

5,999

％

41.3

52.7

円 銭

55.41

65.92

 （参考）自己資本  23 年３月期 5,257 百万円   22 年３月期 5,996 百万円 

 

添付資料 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円）

     
前事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 622,081 416,258

  受取手形 16,885 113,264

  売掛金 2,830,088 5,033,584

  商品及び製品 178,400 159,349

  仕掛品 2,568,507 2,139,485

  原材料 33,021 34,666

  前払費用 2,625 4,878

  関係会社短期貸付金 415,000 565,875

  未収入金 75,355 118,161

  未収法人税等 － 78,827

  その他 20,794 4,398

  貸倒引当金 △1,692,383 △1,580,283

  流動資産合計 5,070,377 7,088,464

（単位：千円）

    
前事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,106,205 1,056,798

   関係会社株式 2,883,318 1,489,474

   その他の関係会社有価証券 261,400 261,400

   出資金 48 48

   関係会社出資金 597,922 597,922

   長期貸付金 11,161 11,161
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   長期未収入金 － 37,248

   破産更生債権等 6,725 7,652

   その他 6,051 5,790

   貸倒引当金 △17,886 △18,814

   投資その他の資産合計 4,854,946 3,448,683

  固定資産合計 6,311,068 4,844,454

 資産合計 11,381,446 11,932,918

（単位：千円）

    
前事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,818,935 5,884,140

  資本剰余金   

   資本準備金 1,665,397 1,730,602

   その他資本剰余金 618,821 618,821

   資本剰余金合計 2,284,218 2,349,424

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △2,165,518 △3,017,451

   利益剰余金合計 △2,165,518 △3,017,451

  自己株式 △8,909 △8,927

  株主資本合計 5,928,725 5,207,184

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 68,070 50,677

  評価・換算差額等合計 68,070 50,677

 新株予約権 2,971 2,560

 純資産合計 5,999,766 5,260,422

負債純資産合計 11,381,446 11,932,918
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

  

前事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22年３月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23年３月 31 日)

営業外費用   

 支払利息 56,405 45,410

 株式交付費 22,400 5,200

 新株予約権発行費 9,415 752

 その他 526 1,833

 営業外費用合計 88,747 53,195

経常損失（△） △1,862,200 300,248

特別利益   

 貸倒引当金戻入額 － 111,172

 抱合せ株式消滅差益 135,105 －

 投資有価証券売却益 － 17,943

 関係会社株式売却益 － 10,294

 特別利益合計 135,105 139,410

特別損失   

 固定資産売却損 5 －

 固定資産除却損 34 －

 事業譲渡損 － 1,261,676

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,698

 特別損失合計 40 1,281,374

税引前当期純損失（△） △1,727,135 △841,715

法人税、住民税及び事業税 9,895 10,218

法人税等合計 9,895 10,218

当期純損失（△） △1,737,030 △851,933

 

 

（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

      

前事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22年３月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23年３月 31 日)

（中略）   

 利益剰余金   

  その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金   

    前期末残高 △428,487 △2,165,518
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    当期変動額   

    当期純損失（△） △1,737,030 △851,933

    当期変動額合計 △1,737,030 △851,933

    当期末残高 △2,165,518 △3,017,451

  利益剰余金合計   

   前期末残高 △428,487 △2,165,518

   当期変動額   

    当期純損失（△） △1,737,030 △851,933

    当期変動額合計 △1,737,030 △851,933

   当期末残高 △2,165,518 △3,017,451

 自己株式   

  前期末残高 △8,851 △8,909

（中略） 

  当期変動額   

 株主資本合計   

  前期末残高 7,104,045 5,928,725

  当期変動額   

   当期純損失（△） △1,737,030 △851,933

   自己株式の取得 △58 △18

   新株の発行 561,770 130,410

   当期変動額合計 △1,175,319 △721,540

  当期末残高 5,928,725 5,207,184

（中略）   

純資産合計   

 前期末残高 7,032,874 5,999,766

 当期変動額   

  当期純損失（△） △1,737,030 △851,933

  自己株式の取得 △58 △18

  新株の発行 561,770 130,410

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 142,211 △17,803

  当期変動額合計 △1,033,108 △739,344

 当期末残高 5,999,766 5,260,422
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（４）継続企業の前提に関する注記 

前事業年度 

（自 平成 21 年４月１日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

 当社は、前事業年度において営業損失422,130千円、

当期純損失 428,487 千円を計上し、当事業年度におき

ましても、営業損失 1,926,176 千円、当期純損失

1,737,030 千円を計上いたしました。当該状況により、継

続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しております。 

（省略） 

当社は、前事業年度において営業損失 1,926,176 千

円、当期純損失 1,737,030 千円を計上し、当事業年度に

おきましては、営業利益は 257,526 千円となりましたが、

当期純損失は 851,933 千円を計上しており、本格的な業

績の回復を確認できるまでには至っていないため、前事

業年度に引き続き、継続企業の前提に関する重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。 

（省略） 

 

【訂正後】 

 

（参照）個別業績の概要 

１．平成 23 年３月期の個別業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
（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 

 

23 年３月期 

22 年３月期 

百万円 

9,074 

5,523 

％ 

64.3 

△28.5 

百万円

257

△1,926

％

― 

― 

百万円

300

△1,862

％

― 

― 

百万円 

△1,416 

△1,737 

％

― 

― 

 

 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 

 

23 年３月期 

22 年３月期 

円 銭

△14.98

△22.50

円 銭

― 

― 

 

（２）個別財政状態                               （％表示は対前期増減率） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

23 年３月期 

22 年３月期 

百万円 

11,367 

11,381 

百万円

4,695

5,999

％

41.3

52.7

円 銭

49.46

65.92

 （参考）自己資本  23 年３月期 4,692 百万円   22 年３月期 5,996 百万円 
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添付資料 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円）

     
前事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 622,081 416,258

  受取手形 16,885 113,264

  売掛金 2,830,088 5,033,584

  商品及び製品 178,400 159,349

  仕掛品 2,568,507 2,139,485

  原材料 33,021 34,666

  前払費用 2,625 4,878

  関係会社短期貸付金 415,000 565,875

  未収入金 75,355 118,161

  未収法人税等 － 78,827

  その他 20,794 4,398

  貸倒引当金 △1,692,383 △2,145,283

  流動資産合計 5,070,377 6,523,464

（単位：千円）

    
前事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,106,205 1,056,798

   関係会社株式 2,883,318 1,489,474

   その他の関係会社有価証券 261,400 261,400

   出資金 48 48

   関係会社出資金 597,922 597,922

   長期貸付金 11,161 11,161

   長期未収入金 － 37,248

   破産更生債権等 6,725 7,652

   その他 6,051 5,790

   貸倒引当金 △17,886 △18,814

   投資その他の資産合計 4,854,946 3,448,683

  固定資産合計 6,311,068 4,844,454

 資産合計 11,381,446 11,367,918

（単位：千円）

     
前事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,818,935 5,884,140

  資本剰余金   

   資本準備金 1,665,397 1,730,602
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   その他資本剰余金 618,821 618,821

   資本剰余金合計 2,284,218 2,349,424

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △2,165,518 △3,582,451

   利益剰余金合計 △2,165,518 △3,582,451

  自己株式 △8,909 △8,927

  株主資本合計 5,928,725 4,642,184

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 68,070 50,677

  評価・換算差額等合計 68,070 50,677

 新株予約権 2,971 2,560

 純資産合計 5,999,766 4,695,422

負債純資産合計 11,381,446 11,367,918

 

（２）損益計算書 

（単位：千円）

  

前事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23年３月 31 日)

営業外費用   

 支払利息 56,405 45,410

 株式交付費 22,400 5,200

 新株予約権発行費 9,415 752

 その他 526 1,833

 営業外費用合計 88,747 53,195

経常損失（△） △1,862,200 300,248

特別利益   

 貸倒引当金戻入額 － 111,172

 抱合せ株式消滅差益 135,105 －

 投資有価証券売却益 － 17,943

 関係会社株式売却益 － 10,294

 特別利益合計 135,105 139,410

特別損失   

 固定資産売却損 5 －

 固定資産除却損 34 －

 事業譲渡損 － 1,826,676

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,698

 特別損失合計 40 1,846,374
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税引前当期純損失（△） △1,727,135 △1,406,715

法人税、住民税及び事業税 9,895 10,218

法人税等合計 9,895 10,218

当期純損失（△） △1,737,030 △1,416,933

 

 

（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

      

前事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 22年３月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23年３月 31 日)

（中略）   

 利益剰余金   

  その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金   

   前期末残高 △428,487 △2,165,518

   当期変動額   

    当期純損失（△） △1,737,030 △1,416,933

    当期変動額合計 △1,737,030 △1,416,933

    当期末残高 △2,165,518 △3,582,451

  利益剰余金合計   

   前期末残高 △428,487 △2,165,518

   当期変動額   

    当期純損失（△） △1,737,030 △1,416,933

    当期変動額合計 △1,737,030 △1,416,933

   当期末残高 △2,165,518 △3,582,451

 自己株式   

  前期末残高 △8,851 △8,909

（中略） 

 株主資本合計   

  前期末残高 7,104,045 5,928,725

  当期変動額   

   当期純損失（△） △1,737,030 △1,416,933

   自己株式の取得 △58 △18

   新株の発行 561,770 130,410

   当期変動額合計 △1,175,319 △1,286,540

  当期末残高 5,928,725 4,642,184

（中略）   

純資産合計   

 前期末残高 7,032,874 5,999,766
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 当期変動額   

  当期純損失（△） △1,737,030 △1,416,933

  自己株式の取得 △58 △18

  新株の発行 561,770 130,410

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 142,211 △17,803

  当期変動額合計 △1,033,108 △1,304,344

 当期末残高 5,999,766 4,695,422

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

前事業年度 

（自 平成 21 年４月１日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

 当社は、前事業年度において営業損失422,130千円、

当期純損失 428,487 千円を計上し、当事業年度におき

ましても、営業損失 1,926,176 千円、当期純損失

1,737,030 千円を計上いたしました。当該状況により、継

続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しております。 

（省略） 

当社は、前事業年度において営業損失 1,926,176 千

円、当期純損失 1,737,030 千円を計上し、当事業年度に

おきましては、営業利益は 257,526 千円となりましたが、

当期純損失は 1,416,933 千円を計上しており、本格的な

業績の回復を確認できるまでには至っていないため、前

事業年度に引き続き、継続企業の前提に関する重要な

疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

（省略） 

 
以 上 
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