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平成 23 年６月 28 日

各 位 

 会 社 名 英 和 株 式 会 社

 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿部 健治

 （ コ ー ド 番 号  9 8 5 7  大 証 第 二 部 ）

 本社所在地 大阪市西区北堀江４丁目１番７号

 
問 合 せ 先

取締役常務執行役員 
山枡 理伸

 管理本部長 

 （電話 06－6539－4801）

 

（訂正・数値データ修正あり） 

「平成 23 年３月期決算短信」の一部訂正について 

 

平成 23年５月 16日に発表いたしました平成23年３月期決算短信に一部訂正がございますので、下記の

とおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

記 

訂正箇所 

サマリー情報 ４．その他 (3)発行済株式数（普通株式） ③期中平均株式数 

４ページ １．経営成績 (2)財政状態に関する分析 投資活動によるキャッシュ・フロー 

13 ページ ４．連結財務諸表 (2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結包括利益計算書

16 ページ ４．連結財務諸表 (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

21 ページ ４．連結財務諸表 (7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

【会計方針の変更】 

21 ページ ４．連結財務諸表 (7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

【表示方法の変更】 

22 ページ ４．連結財務諸表 (8)連結財務諸表に関する注記事項 （連結損益計算書関係） 

26 ページ ４．連結財務諸表 (8)連結財務諸表に関する注記事項 （資産除去債務関係） 

28 ページ ４．連結財務諸表 (8)連結財務諸表に関する注記事項 （１株当たり情報） 

２ １株当たり当期純利益 

41 ページ ５．個別財務諸表 (7)個別財務諸表に関する注記事項 （損益計算書関係） 

42 ページ ５．個別財務諸表 (7)個別財務諸表に関する注記事項 （資産除去債務関係） 

43 ページ ５．個別財務諸表 (7)個別財務諸表に関する注記事項 （１株当たり情報） 

２ １株当たり当期純利益 

 

訂正の理由 

 ・ 会計監査人と精査を進める過程において、勘定科目の組替え等が発生いたしました。なお、主な

訂正内容は次の通りです。 

  １）営業活動によるキャッシュ・フローにおける勘定科目の組替え。 

  ２）売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額の修正。 

  ３）有形固定資産除却損の内容修正。 

 ・ その他、上記組替えに伴う記載事項の修正や、入力間違いを訂正いたしました。 

IWATA
新規スタンプ
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サマリー情報 

４．その他 (３)発行済株式数（普通株式） ③期中平均株式数 

＜訂正前＞ 

23 年３月期 6,336,443 株 22 年３月期 6,337,942 株

 

＜訂正後＞ 

23 年３月期 6,336,450 株 22 年３月期 6,337,942 株

 

 

４ページ 

 １．経営成績 (2)財政状態に関する分析 投資活動によるキャッシュ・フロー 

＜訂正前＞ 

 投資活動の結果、増加した資金は41百万円となり、前連結会計年度末86百万円の減少に比べ支出が１

億27百万円減少いたしました。これは主に、有価証券の満期償還によるものであります。 

（以下、省略） 

 

＜訂正後＞ 

 投資活動の結果、増加した資金は41百万円となり、前連結会計年度末86百万円の減少に比べ収入が１

億27百万円増加いたしました。これは主に、有価証券の満期償還によるものであります。 

（以下、省略） 
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13 ページ 

４．連結財務諸表 (2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結包括利益計算書 

＜訂正前＞ 

(単位：千円)

 

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利益 - 163,006

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 - △16,016

 為替換算調整勘定 - △5,465

  その他の包括利益 - ※2 △21,482

包括利益 - ※1 141,523

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 - 141,523

 少数株主に係る包括利益 - -

 

＜訂正後＞ 

(単位：千円)

 

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利益 - 163,006

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 - △16,016

 為替換算調整勘定 - △5,465

  その他の包括利益合計 - ※2 △21,482

包括利益 - ※1 141,523

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 - 141,523

 少数株主に係る包括利益 - -
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16 ページ 

４．連結財務諸表 (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 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 191,178 405,804

 減価償却費 81,510 75,237

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 6,808

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,307 △2,974

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,451 45,723

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,201 18,915

 受取利息及び受取配当金 △7,909 △6,994

 支払利息 14,214 11,711

 為替差損益（△は益） △1,868 △3,560

 有形固定資産除却損 1,208 2,787

 無形固定資産除却損 1,689 10,451

 投資有価証券評価損益（△は益） 52,979 -

 保険積立金の増減額（△は増加） △40,890 △41,216

 売上債権の増減額（△は増加） 1,869,452 △538,121

 たな卸資産の増減額（△は増加） 183,806 △67,655

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,702 44,768

 仕入債務の増減額（△は減少） △389,078 △339,901

 未払消費税等の増減額（△は減少） △20,680 11,999

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △134,834 86,335

 その他 △8,721 4,915

 小計 1,862,313 △274,967

 利息及び配当金の受取額 7,964 7,047

 利息の支払額 △14,985 △11,669

 法人税等の支払額 △254,668 △68,155

 法人税等の還付額 - 56,878

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,600,623 △290,866
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＜訂正後＞ 

(単位：千円)

  

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 191,178 405,804

 減価償却費 81,510 75,237

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 6,808

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,307 △2,974

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,451 45,723

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,201 18,915

 受取利息及び受取配当金 △7,909 △6,994

 支払利息 14,214 11,711

 為替差損益（△は益） △1,868 △3,560

 有形固定資産除却損 1,208 2,787

 無形固定資産除却損 1,689 -

ソフトウェア除却損 - 10,451

 投資有価証券評価損益（△は益） 52,979 -

 保険積立金の増減額（△は増加） △40,890 △41,216

 売上債権の増減額（△は増加） 1,869,452 △538,121

 たな卸資産の増減額（△は増加） 183,806 △67,655

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,702 51,467

 仕入債務の増減額（△は減少） △389,078 △339,901

 未払消費税等の増減額（△は減少） △20,680 11,999

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △134,834 78,499

 その他 △8,721 12,848

 小計 1,862,313 △268,171

 利息及び配当金の受取額 7,964 7,047

 利息の支払額 △14,985 △11,615

 法人税等の支払額 △254,668 △75,004

 法人税等の還付額 - 56,878

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,600,623 △290,866
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21 ページ 

４．連結財務諸表 (7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 【会計方針の変更】 

＜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）資産除去債務に関する会計基準等の適用 

  当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会

計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

  これにより、等連結会計年度の営業利益及び経

常利益はそれぞれ 1,884 千円減少、税金等調整前

当期純利益は8,692千円減少しております。 

 

＜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）資産除去債務に関する会計基準等の適用 

  当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会

計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

  これにより、当連結会計年度の営業利益及び経

常利益はそれぞれ 1,888 千円減少、税金等調整前

当期純利益は8,696千円減少しております。 

 



7 

21 ページ 

４．連結財務諸表 (7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 【表示方法の変更】 

＜訂正前＞ 

記載無し 

 

＜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） 

――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「ソ

フトウェア除却損」は、前連結会計年度は「無

形固定資産除却損」に含めて表示しておりま

したが、金額的重要性が増したため、区分掲

記しております。なお、前連結会計年度の「無

形固定資産除却損」に含まれる「ソフトウェ

ア除却損」は1,689千円であります。 
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22 ページ 

４．連結財務諸表 (8)連結財務諸表に関する注記事項 （連結損益計算書関係） 

＜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 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

     売上原価       25,412千円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

      売上原価     1,702千円 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

   工具、器具及び備品    1,208千円 

   ソフトウェア       1,689千円 

   合計           2,897千円 

※４ 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであり

ます。 

  工具、器具及び備品    2,787千円 

 

＜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 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

     売上原価       25,412千円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

      売上原価     11,091千円 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

   工具、器具及び備品    1,208千円 

   ソフトウェア       1,689千円 

   合計           2,897千円 

※４ 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであり

ます。 

  建物及び構築物       460千円 

  工具、器具及び備品    2,327千円 

  合計           2,787千円 
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26 ページ 

４．連結財務諸表 (8)連結財務諸表に関する注記事項 （資産除去債務関係） ※第２段落 

＜訂正前＞ 

 当社グループは、営業拠点の不動産賃貸契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除

去債務として認識しております。 

 

＜訂正後＞ 

 当社グループは、営業拠点の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除

去債務として認識しております。 

 

 

28 ページ 

４．連結財務諸表 (8)連結財務諸表に関する注記事項 （１株当たり情報） ２ １株当たり当期純

利益 

＜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） 

当期純利益（千円） 44,058 163,006

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 44,058 163,006

期中平均株式数（株） 普通株式    6,337,942 普通株式    6,336,443

 

＜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） 

当期純利益（千円） 44,058 163,006

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 44,058 163,006

期中平均株式数（株） 普通株式    6,337,942 普通株式    6,336,450
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41 ページ 

５．個別財務諸表 (7)個別財務諸表に関する注記事項 （損益計算書関係） 

＜訂正前＞ 

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） 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

     売上原価       24,853千円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

      売上原価     1,702千円 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

   工具、器具及び備品    1,208千円 

   ソフトウェア       1,689千円 

   合計           2,897千円 

※４ 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであり

ます。 

  工具、器具及び備品    2,787千円 

 

＜訂正後＞ 

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） 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

     売上原価       24,853千円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

      売上原価     11,091千円 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

   工具、器具及び備品    1,208千円 

   ソフトウェア       1,689千円 

   合計           2,897千円 

※４ 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであり

ます。 

  建物及び構築物       460千円 

  工具、器具及び備品    2,327千円 

  合計           2,787千円 
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42 ページ 

 ５．個別財務諸表 (7)個別財務諸表に関する注記事項 （資産除去債務関係） ※第２段落 

＜訂正前＞ 

 当社グループは、営業拠点の不動産賃貸契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除

去債務として認識しております。 

 

＜訂正後＞ 

 当社グループは、営業拠点の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除

去債務として認識しております。 
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５．個別財務諸表 (7)個別財務諸表に関する注記事項 （１株当たり情報） ２ １株当たり当期純

利益 

＜訂正前＞ 

 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） 

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 

△21,315 227,305

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当

期純損失（△）（千円） 
△21,315 227,305

期中平均株式数（株） 普通株式    6,337,942 普通株式    6,336,443

 

＜訂正後＞ 

 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） 

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 

△21,315 227,305

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当

期純損失（△）（千円） 
△21,315 227,305

期中平均株式数（株） 普通株式    6,337,942 普通株式    6,336,450

 

以上 


