
 
平成23年 ５月 27日 

各 位 

会 社 名 天昇電気工業株式会社 

代表者名 取締役社長 安藤 武彦 

（コード番号 ６７７６   東証２部） 

問合せ先 
取締役 

管理本部長  横山  彰 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４２－７８８－１８８０ 

 

（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13日に発表しました平成23年3月期決算短信に一部訂正を要する箇所がありましたので、下記の

とおり訂正いたします。なお、訂正箇所には、下線  を付して表示しています。 

 

記 

 

訂正箇所 

 

サマリー情報 

１． 平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（１） 連結経営成績 

 

（訂正前） 
                                     （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 23年3月期 20,988 △6.1 847 275.8 359 605.8 22     ―

 22年3月期 22,347 △23.5 225 △42.6 50 ― △33  ―

 
(注) 包括利益 23年3月期 △357百万円 ( ―％) 22年3月期 △136百万円 ( ―％)

 

 
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 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 23年3月期 1.33   ― 0.8 1.7 4.0

 22年3月期 △1.99 ― △1.1 0.2 1.0

 

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 △157百万円 22年3月期       20百万円 

 

（訂正後） 
                                           （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 23年3月期 20,982 △6.1 841 273.2 353 594.1 17  ―

 22年3月期 22,347 △23.5 225 △42.6 50 ― △33 ―

 

(注) 包括利益 23年3月期 △362百万円 ( ―％) 22年3月期 △136百万円 ( ―％)

 

 
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 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 23年3月期 1.01            ― 0.6 1.7 4.0

 22年3月期 △1.99            ― △1.1 0.2 1.0

 

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 △157百万円 22年3月期     20百万円 
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（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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

 23年3月期 19,994 3,238 14.4 

 22年3月期 21,387 3,241 14.5 

169.83

182.62

 

(参考) 自己資本 23年3月期 2,884百万円 22年3月期 3,102百万円

 

（訂正後） 

 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

 23年3月期 19,988 3,233 14.4 169.51

 22年3月期 21,387 3,241 14.5 182.62

 

(参考) 自己資本 23年3月期 2,879百万円 22年3月期 3,102百万円

 

(参考) 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 

 

（訂正前）  
                                    （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 23年3月期 17,766 △4.8 835 146.2 743 157.8 367 88.2

 22年3月期 18,658 △24.8 339 △25.6 288 △20.3 195 ―

 

 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

 円 銭 円 銭

 23年3月期 21.66 

 22年3月期 11.50 

        ―

―

 

（訂正後） 
                                          （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 23年3月期 17,760 △4.8 830 144.5 737 155.7 362 85.5

 22年3月期 18,658 △24.8 339 △25.6 288 △20.3 195 ―

 

 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

 円 銭 円 銭

 23年3月期 21.34 

 22年3月期 11.50 

―

 ―
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（２）個別財政状態 
 

（訂正前） 

 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

 23年3月期 18,729 3,983 21.3 

 22年3月期 18,313 3,647 19.9 

234.51

214.71

 

(参考) 自己資本 23年3月期 3,983百万円 22年3月期 3,647百万円

 

（訂正後） 

 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

 23年3月期 18,723 3,978 21.2 234.19

 22年3月期 18,313 3,647 19.9 214.71

 

(参考) 自己資本 23年3月期 3,978百万円 22年3月期 3,647百万円

 

添付資料 2ページ 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

 

（訂正前） 

 
① 当期の経営成績 

 

（省略） 

 

当連結会計年度の業績は次のとおりであります。 

売上高については、国内での薄型ＴＶ外装部品を中心とした売上高の減少及び中国での物流産業資材の売上高

の減少、ポーランドは第４四半期に入りＥＵ市場の在庫調整等の影響を受け売上高が減少しました。その結果、

売上高は209億88百万円（前年同期223億47百万円）と前期に比べ13億58百万円減少いたしました。このよ

うな売上高減少に伴い、当社グループでは生産現場を中心とした人員削減、経費削減等、徹底的なコストダウン

を図り、営業利益は８億47百万円（前年同期２億25百万円）となりました。 

経常段階では、為替差損１億39百万円、持分法による投資損失１億57百万円等の計上となったことにより、

経常利益３億59百万円（前年同期50百万円）となりました。 

特別損失に今回の震災による福島２工場の被害額 36 百万円及び資産除去債務等を前期損益修正損として 43

百万円計上したことにより、税金等調整前当期純利益は２億57百万円（前年同期74百万円）、法人税等及び法

人税等調整額３億１百万円、少数株主損失66百万円を計上したことにより、当期純利益は22百万円（前年同期

33百万円の損失）となりました。 

 

（セグメント情報の概要） （単位：百万円）

売上高 営業利益 
 

成形関連事業  不動産関連事業  成形関連事業  不動産関連事業 

当連結会計年度 20,687 301 626 221 

前連結会計年度 22,046 300 6 218 

増   減   率 △6.2％ 0.3% - 1.4% 

 

3



「成形関連事業」 

 

（省略） 

 

海外では、天昇塑料（常州）有限公司（中国現法）は物流産業資材及び家電外装部品の生産販売、天昇ポーラ

ンドコーポレーション有限会社（ポーランド現法）は家電外装部品の生産販売を行っております。当連結会計年

度の売上高は、国内では前期に引続き、薄型ＴＶ外装部品を中心に製品価格の下落が１年を通じて続き、薄型Ｔ

Ｖ外装部品は前期比 17.7％減、自動車部品は新規開拓等の努力が実を結び前期比10.0％増となりました。中国

では、ローカル企業との価格競争がますます厳しさを増しておりますが当連結会計年度は売上高が前期比若干回

復しております。ポーランドでは、ＥＵ全体での消費不振等の影響、特に 10～12 月にかけて在庫調整もあり厳

しい状況となりましたので前期比減少しております。その結果、当連結会計年度における成形関連事業の売上高

は206億87百万円、営業利益は６億26百万円となりました。 

 

（省略） 

 

（訂正後） 

 
① 当期の経営成績 

 

（省略） 

 

当連結会計年度の業績は次のとおりであります。 

売上高については、国内での薄型ＴＶ外装部品を中心とした売上高の減少及び中国での物流産業資材の売上高

の減少、ポーランドは第４四半期に入りＥＵ市場の在庫調整等の影響を受け売上高が減少しました。その結果、

売上高は209億82百万円（前年同期223億47百万円）と前期に比べ13億64百万円減少いたしました。このよ

うな売上高減少に伴い、当社グループでは生産現場を中心とした人員削減、経費削減等、徹底的なコストダウン

を図り、営業利益は８億41百万円（前年同期２億25百万円）となりました。 

経常段階では、為替差損１億39百万円、持分法による投資損失１億57百万円等の計上となったことにより、

経常利益３億53百万円（前年同期50百万円）となりました。 

特別損失に今回の震災による福島２工場の被害額36百万円及び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を

28百万円計上したことにより、税金等調整前当期純利益は２億48百万円（前年同期74百万円）、法人税等及び

法人税等調整額２億97百万円、少数株主損失66百万円を計上したことにより、当期純利益は17百万円（前年

同期33百万円の損失）となりました。 

 

（セグメント情報の概要） （単位：百万円）

売上高 営業利益 
 

成形関連事業  不動産関連事業  成形関連事業  不動産関連事業 

当連結会計年度 20,681 301 620 221 

前連結会計年度 22,046 300 6 218 

増   減   率 △6.2％ 0.0% - 1.2% 

 

「成形関連事業」 

 

（省略） 

 

海外では、天昇塑料（常州）有限公司（中国現法）は物流産業資材及び家電外装部品の生産販売、天昇ポーラ

ンドコーポレーション有限会社（ポーランド現法）は家電外装部品の生産販売を行っております。当連結会計年

度の売上高は、国内では前連結会計年度に引続き、薄型ＴＶ外装部品を中心に製品価格の下落が１年を通じて続

き、薄型ＴＶ外装部品は前期比17.7％減、自動車部品は新規開拓等の努力が実を結び前期比9.8％増となりまし

た。中国では、ローカル企業との価格競争がますます厳しさを増しておりますが当連結会計年度は売上高が前期

比若干回復しております。ポーランドでは、ＥＵ全体での消費不振等の影響、特に 10～12 月にかけて在庫調整

もあり厳しい状況となりましたので前期比減少しております。その結果、当連結会計年度における成形関連事業

の売上高は206億81百万円、営業利益は６億20百万円となりました。 

 

（省略） 
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添付資料 3ページ 

（２）財政状態に関する分析 

 

（訂正前） 

 

① 資産 

資産合計は、199億94百万円（前年同期比13億92百万円減）となりました。 

流動資産は、現金及び預金が54億72百万円（前年同期比３億２百万円増）となりましたが、売上高減少により、

受取手形及び売掛金が35億86百万円（前年同期比１億16百万円減）、棚卸資産７億67百万円（前年同期比１

億52百万円減）等により、100億24百万円（前年同期比０百万円減）となりました。 

 

② 負債 

負債合計は、167億56百万円（前年同期比13億89百万円減）となりました。 

流動負債は、売上高減少により、支払手形及び買掛金が52億78百万円（前年同期比８億83百万円減）となり

ました。一方、１年内返済予定の長期借入金は24億47百万円（前年同期比２億85百万円増）、未払法人税等２

億85百万円（前年同期比２億円増）となり、流動負債は102億70百万円（前年同期比３億５百万円減）となり

ました。 

固定負債は、長期借入金及び社債の減少等により64億85百万円（前年同期比10億83百万円減）となりまし

た。 

 

③ 純資産 

純資産合計は、32億38百万円（前年同期比２百万円減）となりました。 

 

④ キャッシュ・フローの状況 

 

  （省略） 

 

 （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営業活動の結果、得られた資金は前期と比べ２億 40 百万円減少し、11 億 73 百万円

となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益２億57百万円及び減価償却費12億42百万円、売上債権80百万円の減

少、仕入債務７億72百万円の減少によるものであります。 

 

  （省略） 

 

（訂正後） 

 

① 資産 

資産合計は、199億88百万円（前年同期比13億98百万円減）となりました。 

流動資産は、現金及び預金が54億72百万円（前年同期比３億２百万円増）となりましたが、売上高減少により、

受取手形及び売掛金が35億80百万円（前年同期比１億22百万円減）、棚卸資産７億67百万円（前年同期比１

億52百万円減）等により、100億18百万円（前年同期比６百万円減）となりました。 

 

② 負債 

負債合計は、167億55百万円（前年同期比13億90百万円減）となりました。 

流動負債は、売上高減少により、支払手形及び買掛金が52億82百万円（前年同期比８億80百万円減）となり

ました。一方、１年内返済予定の長期借入金は24億47百万円（前年同期比２億85百万円増）、未払法人税等２

億82百万円（前年同期比１億96百万円増）となり、流動負債は102億70百万円（前年同期比３億６百万円減）

となりました。 

固定負債は、長期借入金及び社債の減少等により64億85百万円（前年同期比10億83百万円減）となりまし

た。 

 

③ 純資産 

純資産合計は、32億33百万円（前年同期比７百万円減）となりました。 
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④ キャッシュ・フローの状況 
 

  （省略） 

 

 （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営業活動の結果、得られた資金は前期と比べ２億 40 百万円減少し、11 億 73 百万円

となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益２億48百万円及び減価償却費12億42百万円、売上債権86百万円の減

少、仕入債務７億72百万円の減少によるものであります。 

  （省略） 

 

添付資料 5ページ 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 

（訂正前） 

 

（省略） 

 

当期の配当につきましては、当期純利益が22百万円に留まりましたので、無配とさせていただきました。 

次期の配当につきましては、現在の経済状況の先行きも不透明でありますので、未定とさせていただきます。 

 

（訂正後） 

 

（省略） 

 

当期の配当につきましては、当期純利益が17百万円に留まりましたので、無配とさせていただきました。 

次期の配当につきましては、現在の経済状況の先行きも不透明でありますので、未定とさせていただきます。 

 

添付資料 8ページ 

３．経営方針 

（２）目標とする経営指標 

 

（訂正前） 

 

（省略） 

 

経営目標としては、ＲＯＡ５％以上、自己資本比率 30％を目標といたしておりますが、当連結会計年度は 22

百万円の利益に留まっております。自己資本比率は14.4％であります。 

 

（訂正後） 

 

（省略） 

 

経営目標としては、ＲＯＡ５％以上、自己資本比率 30％を目標といたしておりますが、当連結会計年度は 17

百万円の利益に留まっております。自己資本比率は14.4％であります。 
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添付資料 10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22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,169 5,472

  受取手形 464 677

  売掛金 3,238  2,909

  製品 283 251

  原材料 484 424

  仕掛品 152 91

  未収入金 23 13

  未収消費税等 9 -

  繰延税金資産 79 56

  その他 128 128

  貸倒引当金 △8 △1

  流動資産合計 10,025 10,024

（省略）   

 資産合計 21,387 19,994

 
（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,169 5,472

  受取手形 464 677

  売掛金 3,238  2,903

  製品 283 251

  原材料 484 424

  仕掛品 152 91

  未収入金 23 13

  未収消費税等 9 -

  繰延税金資産 79 56

  その他 128 128

  貸倒引当金 △8 △1

  流動資産合計 10,025 10,018

（省略）   

 資産合計 21,387 19,988
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（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 3,712 3,630

  買掛金 2,449 1,648

（省略） 

  未払法人税等 85 285

  未払消費税等 - 74

  前受金 30 61

  預り金 118 115

  賞与引当金 1 5

  売上値引引当金 16 19

  災害損失引当金 - 34

  設備関係支払手形 45 139

  その他 24 7

  流動負債合計 10,576 10,270

（省略） 

 負債合計 18,145 16,756

 
（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 3,712 3,630

  買掛金 2,449 1,651

（省略） 

  未払法人税等 85 282

  未払消費税等 - 74

  前受金 30 61

  預り金 118 115

  賞与引当金 1 5

  売上値引引当金 16 19

  災害損失引当金 - 34

  設備関係支払手形 45 139

  その他 24 7

  流動負債合計 10,576 10,270

（省略） 

 負債合計 18,145 16,755
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（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,208 1,208

  資本剰余金 897 897

  利益剰余金 1,193 1,215

  自己株式 △5 △6

  株主資本合計 3,293 3,315

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 40 8

  為替換算調整勘定 △231 △439

  その他の包括利益累計額合計 △191 △431

 少数株主持分 138 354

 純資産合計 3,241 3,238

負債純資産合計 21,387 19,994

 
（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,208 1,208

  資本剰余金 897 897

  利益剰余金 1,193 1,210

  自己株式 △5 △6

  株主資本合計 3,293 3,310

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 40 8

  為替換算調整勘定 △231 △439

  その他の包括利益累計額合計 △191 △431

 少数株主持分 138 354

 純資産合計 3,241 3,233

負債純資産合計 21,387 19,988
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添付資料 13ページ 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
   連結損益計算書 

 
（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 22,347 20,988

売上原価 19,575 17,959

売上総利益 2,772 3,028

販売費及び一般管理費 2,546 2,181

営業利益 225 847

（省略）  

経常利益 50 359

（省略）   

特別損失   

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 36

 前期損益修正損 - 7

 固定資産売却損 1 1

 固定資産除却損 3 5

 減損損失 54 -

 投資有価証券評価損 - 13

 投資有価証券売却損 26 1

 貸倒損失 2 7

 災害損失 - 36

 特別損失合計 88 109

税金等調整前当期純利益 74 257 

法人税、住民税及び事業税 68 310 

法人税等調整額 112 △9 

法人税等合計 180 301 

少数株主損益調整前当期純損失（△） - △43 

少数株主損失（△） △72 △66 

当期純利益又は当期純損失（△） △33 22 
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（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 22,347 20,982

売上原価 19,575  17,959

売上総利益 2,772 3,022

販売費及び一般管理費 2,546 2,181

営業利益 225 841 

（省略）  

経常利益 50 353 

（省略）   

特別損失   

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 28

 前期損益修正損 - 19

 固定資産売却損 1 1

 固定資産除却損 3 5

 減損損失 54 -

 投資有価証券評価損 - 13

 投資有価証券売却損 26 1

 貸倒損失 2 7

 災害損失 - 36

 特別損失合計 88 112

税金等調整前当期純利益 74 248 

法人税、住民税及び事業税 68 307 

法人税等調整額 112 △9 

法人税等合計 180 297 

少数株主損益調整前当期純損失（△） - △49 

少数株主損失（△） △72 △66 

当期純利益又は当期純損失（△） △33 17 
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添付資料 15ページ 

連結包括利益計算書 

 
（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） - △43

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 - △31

 為替換算調整勘定 - △232

 持分法適用会社に対する持分相当額 - △49

 その他の包括利益合計 - △313

包括利益 - △357

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 - △217

 少数株主に係る包括利益 - △139

 

（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） - △49

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 - △31

 為替換算調整勘定 - △232

 持分法適用会社に対する持分相当額 - △49

 その他の包括利益合計 - △313

包括利益 - △362

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 - △222

 少数株主に係る包括利益 - △139
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添付資料 16ページ 

（３）連結株主資本等変動計算書 

 
（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

（省略）  

 利益剰余金  

 前期末残高 1,226 1,193

 当期変動額 

 当期純利益又は当期純損失（△） △33 22

 当期変動額合計 △33 22

  当期末残高 1,193 1,215

（省略）  

 株主資本合計 

  前期末残高 3,327 3,293

  当期変動額 

   当期純利益又は当期純損失（△） △33 22

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 △33 22

   当期末残高 3,293 3,315

（省略）  

純資産合計  

 前期末残高 3,323 3,241

 当期変動額 

 当期純利益又は当期純損失（△） △33 22

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 △24

 当期変動額合計 △82 △2

 当期末残高 3,241 3,238
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（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

（省略）  

 利益剰余金  

 前期末残高 1,226 1,193

 当期変動額 

 当期純利益又は当期純損失（△） △33 17

 当期変動額合計 △33 17

  当期末残高 1,193 1,210

（省略）  

 株主資本合計 

  前期末残高 3,327 3,293

  当期変動額 

   当期純利益又は当期純損失（△） △33 17

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 △33 16

   当期末残高 3,293 3,310

（省略）  

純資産合計  

 前期末残高 3,323 3,241

 当期変動額 

 当期純利益又は当期純損失（△） △33 17

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 △24

 当期変動額合計 △82 △2

 当期末残高 3,241 3,233
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添付資料 18ページ 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 74 257

（省略） 

 売上債権の増減額（△は増加） 193 80

（省略） 

  小計 1,544 1,472 

（省略）   

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,413 1,173 

 
（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 74 248

（省略） 

 売上債権の増減額（△は増加） 193 86

（省略） 

  小計 1,544 1,472

（省略）  

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,413 1,173
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添付資料 24ページ 

(セグメント情報) 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報 

 

（訂正前） 

 

（省略） 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 
（単位：百万円） 

 報告セグメント 

 
日本成形 
関連事業 

中国成形
関連事業

ポーランド
成形 

関連事業

不動産 
関連事業

計 

調整額 
(注１) 

連結損益計算書
計上額 
(注２) 

売上高   

外部顧客に対する売上
高 

17,409 735 2,542 301 20,988 ― 20,988

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

55 5 10 ― 70 △70 ―

計 17,464 741 2,552 301 21,059 △70 20,988

セグメント利益又は損失
(△) 

614 △47 59 221 847 ― 847

 
（訂正後） 

 

（省略） 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 
（単位：百万円） 

 報告セグメント 

 
日本成形 
関連事業 

中国成形
関連事業

ポーランド
成形 

関連事業

不動産 
関連事業

計 

調整額 
(注１) 

連結損益計算書
計上額 
(注２) 

売上高   

外部顧客に対する売上
高 

17,403 735 2,542 301 20,982 ― 20,982

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

55 5 10 ― 70 △70 ―

計 17,459 741 2,552 301 21,053 △70 20,982

セグメント利益又は損失
(△) 

608 △47 59 221 841 ― 841
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添付資料 26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４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

１株当たり純資産額 182円62銭 169円83銭

１株当たり当期純利益金額（△純損失） △1円99銭 1円33銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

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、潜在株式は存在するも

のの１株当たり当期純損失のため記載し

ておりません。 

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) 算定上の基礎 
１株当たり当期純利益金額（△純損失）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失

金額 

 連結損益計算書上の当期純利益（△純損失） 

（百万円） 
△33 22

 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

 普通株式に係る当期純利益（△純損失） 

（百万円） 
△33 22

 普通株式の期中平均株式数（千株） 16,988 16,987

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（百万円） ― ―

 普通株式増加数（千株） ― ―

 (うち新株予約権) (―) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

新株予約権 

株主総会の特別決議 

平成15年６月27日 

（新株予約権 141個） 
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（訂正後） 
 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

１株当たり純資産額 182円62銭 169円51銭

１株当たり当期純利益金額（△純損失） △1円99銭 1円01銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

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、潜在株式は存在するも

のの１株当たり当期純損失のため記載し

ておりません。 

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) 算定上の基礎 
１株当たり当期純利益金額（△純損失）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失

金額 

 連結損益計算書上の当期純利益（△純損失） 

（百万円） 
△33 17

 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

 普通株式に係る当期純利益（△純損失） 

（百万円） 
△33 17

 普通株式の期中平均株式数（千株） 16,988 16,987

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（百万円） ― ―

 普通株式増加数（千株） ― ―

 (うち新株予約権) (―) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

新株予約権 

株主総会の特別決議 

平成15年６月27日 

（新株予約権 141個） 
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添付資料 28ページ 

５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

 

（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
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 3,836 4,776

  受取手形 464 677

  売掛金 2,906  2,580

  製品 180 167

  原材料 288 304

  仕掛品 131 81

  未収入金 69 43

  前払費用 49 46

  未収消費税等 9 -

  繰延税金資産 29 14

  関係会社短期貸付金 30 64

  その他 36 28

  貸倒引当金 △1 △1

  流動資産合計 8,029 8,783

（省略）   

 資産合計 18,313 18,729

 
（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
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 3,836 4,776

  受取手形 464 677

  売掛金 2,906  2,574

  製品 180 167

  原材料 288 304

  仕掛品 131 81

  未収入金 69 43

  前払費用 49 46

  未収消費税等 9 -

  繰延税金資産 29 14

  関係会社短期貸付金 30 64

  その他 36 28

  貸倒引当金 △1 △1

  流動資産合計 8,029 8,777

（省略）   

 資産合計 18,313 18,723
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（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
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) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 3,712 3,630

  買掛金 1,453 1,284

（省略） 

  未払法人税等 20 281

  未払消費税等 - 46

  前受金 30 58

  預り金 114 110

  売上値引引当金 16 19

  災害損失引当金 - 34

  設備関係支払手形 45 139

  その他 8 7

  流動負債合計 8,906 9,334

 
（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
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) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 3,712 3,630

  買掛金 1,453 1,288

（省略） 

  未払法人税等 20 278

  未払消費税等 - 45

  前受金 30 58

  預り金 114 110

  売上値引引当金 16 19

  災害損失引当金 - 34

  設備関係支払手形 45 139

  その他 8 7

  流動負債合計 8,906 9,333
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（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,208 1,208

  資本剰余金 

   資本準備金 897 897

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 1,506 1,874

  自己株式 △5 △6

  株主資本合計 3,607 3,974

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 40 8

  評価・換算差額等合計 40 8

 純資産合計 3,647 3,983

負債純資産合計 18,313 18,729

 
（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,208 1,208

  資本剰余金 

   資本準備金 897 897

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 1,506 1,869

  自己株式 △5 △6

  株主資本合計 3,607 3,969

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 40 8

  評価・換算差額等合計 40 8

 純資産合計 3,647 3,978

負債純資産合計 18,313 18,723
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添付資料 31ページ 

（２）損益計算書 

 
（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
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) 

売上高 

 製品売上高 16,927 16,594

 商品売上高 1,429 870

 賃貸収入 300 301

 売上高合計 18,658 17,766

（省略） 

売上総利益 2,387 2,639

販売費及び一般管理費 2,048 1,803

営業利益 339 835

（省略）  

経常利益 288 743 

特別損失   

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 36

 固定資産売却損 1 0

 固定資産除却損 3 5

 投資有価証券売却損 - 1

 投資有価証券評価損 - 13

 関係会社株式売却損 26 -

 災害損失 - 36

 特別損失合計 31 93

税引前当期純利益 361 656 

法人税、住民税及び事業税 57 298 

法人税等調整額 108 △9 

法人税等合計 165 288 

当期純利益 195 367 
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（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
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) 

売上高 

 製品売上高 16,927 16,588

 商品売上高 1,429 870

 賃貸収入 300 301

 売上高合計 18,658 17,760

（省略） 

売上総利益 2,387 2,633

販売費及び一般管理費 2,048 1,803

営業利益 339 830

（省略）  

経常利益 288 737 

特別損失   

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 28

 前期損益修正損 - 11

 固定資産売却損 1 0

 固定資産除却損 3 5

 投資有価証券売却損 - 1

 投資有価証券評価損 - 13

 関係会社株式売却損 26 -

 災害損失 - 36

 特別損失合計 31 96

税引前当期純利益 361 646 

法人税、住民税及び事業税 57 294 

法人税等調整額 108 △9 

法人税等合計 165 284 

当期純利益 195 362 
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添付資料 33ページ 

（３）株主資本等変動計算書 

 
（訂正前） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

（省略）  

 利益剰余金  

 繰越利益剰余金 

 前期末残高 1,311 1,506

 当期変動額 

 当期純利益 195 367

 当期変動額合計 195 367

  当期末残高 1,506 1,874

（省略）  

 株主資本合計 

  前期末残高 3,411 3,607

  当期変動額 

   当期純利益 195 367

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 195 367

   当期末残高 3,607 3,974

（省略）  

純資産合計  

 前期末残高 3,434 3,647

 当期変動額 

 当期純利益 195 367

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △31

 当期変動額合計 213 335

 当期末残高 3,647 3,983
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（訂正後） 

 

(単位：百万円)

     
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

（省略）  

 利益剰余金  

 繰越利益剰余金 

 前期末残高 1,311 1,506

 当期変動額 

 当期純利益 195 362

 当期変動額合計 195 362

  当期末残高 1,506 1,869

（省略）  

 株主資本合計 

  前期末残高 3,411 3,607

  当期変動額 

   当期純利益 195 362

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 195 362

   当期末残高 3,607 3,969

（省略）  

純資産合計  

 前期末残高 3,434 3,647

 当期変動額 

 当期純利益 195 362

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △31

 当期変動額合計 213 330

 当期末残高 3,647 3,978
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