
  

 

平成 23 年８月 12 日 
各      位 

会 社 名 株式会社和井田製作所 
代表者名 代表取締役社長 岩崎 年男 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６１５８） 
問合せ先  取締役管理本部長兼経理部長 
役職・氏名 名和 芳治 
電話 0577-32-0390 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 23 年 6 月期 決算短信」の一部訂正について 

 

  平成 23 年７月 29 日に発表いたしました「平成 23 年 6 月期 決算短信」の記載内容に一部誤り
がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所に下線を付しております。 

記 
訂正箇所 
 
１.サマリー情報 
 
【訂正前】 
 

１．平成 23 年 6 月期の連結業績（平成 22 年 6月 21 日～平成 23 年 6 月 20 日） 
（１）連結経営成績                                                  （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年 6 月期 6,085 66.6 442 ― 415 ― 557 ―

22 年 6 月期 3,652 17.9 △294 ― △305 ― △57 ―

（注） 包括利益       23 年 6 月期 606 百万円（―％）  22 年 6 月期 △96 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 6 月期 84.11 ― 13.1 5.5 7.3

22 年 6 月期 △8.56 ― △1.4 △4.1 △8.1

（参考）持分法投資損益    23 年 6 月期 ―百万円  22 年 6 月期 ―百万円 
 
（２）連結財政状態 

 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 6 月期 7,851 4,499 57.3 678.76

22 年 6 月期 7,217 3,985 55.2 601.21

（参考）自己資本       23 年 6 月期 4,499 百万円  22 年 6 月期 3,985 百万円 
 

＜ 中略 ＞ 
 
２．配当の状況 

年間配当金 
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

配 当 金 総 額 

（合計） 

配当性向 

（連結） 

純 資 産 配 当 率

（連結） 

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％

22 年 6 月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 46 ― 1.2

23 年 6 月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 92 16.6 2.2

24 年 3 月期(予想) ― 10.00 ― 5.00 15.00   25.9 
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【訂正後】 
 

１．平成 23 年 6 月期の連結業績（平成 22 年 6月 21 日～平成 23 年 6 月 20 日） 
（１）連結経営成績                                                  （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年 6 月期 6,085 66.6 442 ― 415 ― 549 ―

22 年 6 月期 3,652 17.9 △294 ― △305 ― △57 ―

（注） 包括利益       23 年 6 月期 606 百万円（―％）  22 年 6 月期 △96 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 6 月期 82.94 ― 13.0 5.5 7.3

22 年 6 月期 △8.56 ― △1.4 △4.1 △8.1

（参考）持分法投資損益    23 年 6 月期 ―百万円  22 年 6 月期 ―百万円 
 
（２）連結財政状態 

 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 6 月期 7,834 4,491 57.3 677.60

22 年 6 月期 7,217 3,985 55.2 601.21

（参考）自己資本       23 年 6 月期 4,491 百万円  22 年 6 月期 3,985 百万円 
 

＜ 中略 ＞ 
 
２．配当の状況 

年間配当金 
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

配 当 金 総 額 

（合計） 

配当性向 

（連結） 

純 資 産 配 当 率

（連結） 

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％

22 年 6 月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 46 ― 1.2

23 年 6 月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 92 16.9 2.2

24 年 3 月期(予想) ― 10.00 ― 5.00 15.00   25.9 
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２.サマリー情報 

 

【訂正前】 

 

（参考）個別業績の概要 

１．平成 23 年 6 月期の個別業績（平成 22 年 6 月 21 日～平成 23 年 6 月 20 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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年 6 月期 6,036 65.8 420 ― 391 ― 331 ―

22 年 6 月期 3,640 16.2 △238 ― △230 ― 18 ―
 

 
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 6 月期 49.98 ―  
22 年 6 月期 2.79 ―  
 
（２）個別財政状態 

 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 6 月期 7,634 4,400 57.6 663.87

22 年 6 月期 7,192 4,109 57.1 620.00

（参考）自己資本       23 年 6 月期 4,400 百万円  22 年 6 月期 4,109 百万円 

 

 

【訂正後】 

 

（参考）個別業績の概要 

１．平成 23 年 6 月期の個別業績（平成 22 年 6 月 21 日～平成 23 年 6 月 20 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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年 6 月期 6,036 65.8 420 ― 391 ― 314 ―

22 年 6 月期 3,640 16.2 △238 ― △230 ― 18 ―
 

 
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 6 月期 47.43 ―  
22 年 6 月期 2.79 ―  
 
（２）個別財政状態 

 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 6 月期 7,617 4,383 57.5 661.32

22 年 6 月期 7,192 4,109 57.1 620.00

（参考）自己資本       23 年 6 月期 4,383 百万円  22 年 6 月期 4,109 百万円 
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３. ２ページ 

 

【訂正前】 
 

１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 
 

＜ 中略 ＞ 
 

この結果、当社グループは、当連結会計年度において、売上高は6,085百万円(前年同期
比66.6％増)、営業利益は442百万円(前年同期は294百万円の営業損失)、経常利益は415百
万円(前年同期は305百万円の経常損失)となり、当期純利益は法人税等調整額273百万円の
影響から557百万円(前年同期は57百万円の当期純損失)となりました。 

 
 

【訂正後】 
 

１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 
 

＜ 中略 ＞ 
 

この結果、当社グループは、当連結会計年度において、売上高は 6,085 百万円(前年同期
比 66.6％増)、営業利益は 442 百万円(前年同期は 294 百万円の営業損失)、経常利益は 415
百万円(前年同期は 305 百万円の経常損失)となり、当期純利益は法人税等調整額 256 百万
円の影響から 549 百万円(前年同期は 57 百万円の当期純損失)となりました。 
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４. ３ページ 
 
【訂正前】 
 
（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 
(資産) 

総資産は、前連結会計年度末に比べ634百万円増加し、7,851百万円となりました。これは、
主として受取手形及び売掛金が764百万円、繰延税金資産が236百万円増加し、現金及び預金が
248百万円、仕掛品が134百万円減少したことなどによります。 
(負債) 

負債は、前連結会計年度末に比べ119百万円増加し、3,352百万円となりました。これは、主
として支払手形及び買掛金が208百万円、短期借入金が200百万円増加し、長期借入金が399百万
円減少したことなどによります。 
(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ514百万円増加し、4,499百万円となりました。これ
は、主として利益剰余金が464百万円増加したことなどによります。 

 
＜ 中略 ＞ 

 

 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 平成 23 年６月期

自己資本比率 58.0 57.5 53.1 55.2 57.3

時価ベースの自己資本比率 129.6 53.1 42.1 42.0 39.7

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

2.2 8.2 2.1 ― 6.6

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

27.4 7.8 32.4 ― 7.3

 
 
【訂正後】 
 
（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 
(資産) 

総資産は、前連結会計年度末に比べ617百万円増加し、7,834百万円となりました。これは、
主として受取手形及び売掛金が764百万円、繰延税金資産が219百万円増加し、現金及び預金が
248百万円、仕掛品が134百万円減少したことなどによります。 
(負債) 

負債は、前連結会計年度末に比べ110百万円増加し、3,342百万円となりました。これは、主
として支払手形及び買掛金が208百万円、短期借入金が200百万円増加し、長期借入金が399百万
円減少したことなどによります。 
(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ506百万円増加し、4,491百万円となりました。これ
は、主として利益剰余金が456百万円増加したことなどによります。 

 
＜ 中略 ＞ 

 

 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 平成 23 年６月期

自己資本比率 58.0 57.5 53.1 55.2 57.3

時価ベースの自己資本比率 129.6 53.1 42.1 42.0 39.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

2.2 8.2 2.1 ― 6.6

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

27.4 7.8 32.4 ― 7.3
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５. ８～９ページ 
 
【訂正前】 
 

 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 22 年６月 20 日) 

当連結会計年度 

(平成 23 年６月 20 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,287,048 1,038,651

  受取手形及び売掛金 1,807,748 2,572,179

  商品及び製品 70,060 37,556

  仕掛品 926,231 791,769

  原材料及び貯蔵品 450,904 494,187

  繰延税金資産 - 236,666

  その他 79,982 79,301

  貸倒引当金 △685 △768

  流動資産合計 4,621,290 5,249,544

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 2,664,628 2,679,780

    減価償却累計額 △1,708,475 △1,787,946

    建物及び構築物（純額） 956,152 891,833

   機械装置及び運搬具 1,654,270 1,739,027

    減価償却累計額 △1,396,414 △1,452,687

    機械装置及び運搬具（純額） 257,856 286,339

   土地 898,464 890,892

   建設仮勘定 - 52,500

   その他 656,668 672,967

    減価償却累計額 △614,230 △620,843

    その他（純額） 42,437 52,124

   有形固定資産合計 2,154,911 2,173,689

  無形固定資産 6,989 11,864

  投資その他の資産 

   投資有価証券 308,219 264,790

   その他 129,268 154,701

   貸倒引当金 △3,203 △3,088

   投資その他の資産合計 434,284 416,403

  固定資産合計 2,596,185 2,601,957

 資産合計 7,217,475 7,851,502

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 334,691 542,980

  短期借入金 400,000 600,000

  1 年内返済予定の長期借入金 425,142 399,808

  未払法人税等 10,087 29,285

  役員賞与引当金 - 40,000

  その他 241,249 292,925

  流動負債合計 1,411,171 1,904,999

 固定負債 

  社債 600,000 600,000

  長期借入金 1,014,582 614,774

  長期未払金 139,740 139,740

  退職給付引当金 61,635 88,644

  その他 5,074 3,987

  固定負債合計 1,821,031 1,447,145

 負債合計 3,232,203 3,352,145
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    (単位：千円)

  
前連結会計年度 

(平成 22 年６月 20 日) 

当連結会計年度 

(平成 23 年６月 20 日) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 843,300 843,300

  資本剰余金 881,244 881,244

  利益剰余金 2,713,286 3,178,009

  自己株式 △310,636 △310,636

  株主資本合計 4,127,194 4,591,917

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 △65,063 △12,780

  為替換算調整勘定 △76,857 △79,780

  その他の包括利益累計額合計 △141,921 △92,561

 純資産合計 3,985,272 4,499,356

負債純資産合計 7,217,475 7,851,502

 
 

【訂正後】 

 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 22 年６月 20 日) 

当連結会計年度 

(平成 23 年６月 20 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,287,048 1,038,651

  受取手形及び売掛金 1,807,748 2,572,179

  商品及び製品 70,060 37,556

  仕掛品 926,231 791,769

  原材料及び貯蔵品 450,904 494,187

  繰延税金資産 - 219,731

  その他 79,982 79,301

  貸倒引当金 △685 △768

  流動資産合計 4,621,290 5,232,609

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 2,664,628 2,679,780

    減価償却累計額 △1,708,475 △1,787,946

    建物及び構築物（純額） 956,152 891,833

   機械装置及び運搬具 1,654,270 1,739,027

    減価償却累計額 △1,396,414 △1,452,687

    機械装置及び運搬具（純額） 257,856 286,339

   土地 898,464 890,892

   建設仮勘定 - 52,500

   その他 656,668 672,967

    減価償却累計額 △614,230 △620,843

    その他（純額） 42,437 52,124

   有形固定資産合計 2,154,911 2,173,689

  無形固定資産 6,989 11,864

  投資その他の資産 

   投資有価証券 308,219 264,790

   その他 129,268 154,701

   貸倒引当金 △3,203 △3,088

   投資その他の資産合計 434,284 416,403

  固定資産合計 2,596,185 2,601,957

 資産合計 7,217,475 7,834,567
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    (単位：千円)

  
前連結会計年度 

(平成 22 年６月 20 日) 

当連結会計年度 

(平成 23 年６月 20 日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 334,691 542,980

  短期借入金 400,000 600,000

  1 年内返済予定の長期借入金 425,142 399,808

  未払法人税等 10,087 20,085

  役員賞与引当金 - 40,000

  その他 241,249 292,925

  流動負債合計 1,411,171 1,895,799

 固定負債 

  社債 600,000 600,000

  長期借入金 1,014,582 614,774

  長期未払金 139,740 139,740

  退職給付引当金 61,635 88,644

  その他 5,074 3,987

  固定負債合計 1,821,031 1,447,145

 負債合計 3,232,203 3,342,945

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 843,300 843,300

  資本剰余金 881,244 881,244

  利益剰余金 2,713,286 3,170,275

  自己株式 △310,636 △310,636

  株主資本合計 4,127,194 4,584,182

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 △65,063 △12,780

  為替換算調整勘定 △76,857 △79,780

  その他の包括利益累計額合計 △141,921 △92,561

 純資産合計 3,985,272 4,491,621

負債純資産合計 7,217,475 7,834,567
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６. 10 ページ 
 
【訂正前】 
 
(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     
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月 21 日

 至 平成22年６月20日)

当連結会計年度 

(自 平成 22 年６月 21 日

 至 平成23年６月20日)

売上高 3,652,366 6,085,847

売上原価 2,609,746 3,819,630

売上総利益 1,042,619 2,266,217

販売費及び一般管理費 1,337,585 1,823,222

営業利益又は営業損失（△） △294,965 442,994

営業外収益 

 受取利息 953 611

 受取配当金 6,178 7,397

 受取賃貸料 3,843 4,749

 助成金収入 33,977 4,014

 受取保険金 10,413 -

 その他 9,190 6,045

 営業外収益合計 64,557 22,819

営業外費用 

 支払利息 55,513 45,609

 為替差損 17,306 3,931

 その他 2,771 977

 営業外費用合計 75,591 50,518

経常利益又は経常損失（△） △305,999 415,295

特別利益 

 固定資産売却益 329,422 17,240

 その他 105 33

 特別利益合計 329,528 17,274

特別損失 

 固定資産除却損 24,905 11,391

 投資有価証券評価損 30,476 115,744

 退職給付制度改定損 19,643 -

 その他 129 22

 特別損失合計 75,153 127,159

税金等調整前当期純利益又は税金等調整

前当期純損失（△） 
△51,624 305,410

法人税、住民税及び事業税 5,428 21,656

法人税等調整額 △1 △273,772

法人税等合計 5,427 △252,115

少数株主損益調整前当期純利益 - 557,526

当期純利益又は当期純損失（△） △57,052 557,526
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【訂正後】 
 
(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     
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月 21 日

 至 平成22年６月20日)

当連結会計年度 

(自 平成 22 年６月 21 日

 至 平成23年６月20日)

売上高 3,652,366 6,085,847

売上原価 2,609,746 3,819,630

売上総利益 1,042,619 2,266,217

販売費及び一般管理費 1,337,585 1,823,222

営業利益又は営業損失（△） △294,965 442,994

営業外収益 

 受取利息 953 611

 受取配当金 6,178 7,397

 受取賃貸料 3,843 4,749

 助成金収入 33,977 4,014

 受取保険金 10,413 -

 その他 9,190 6,045

 営業外収益合計 64,557 22,819

営業外費用 

 支払利息 55,513 45,609

 為替差損 17,306 3,931

 その他 2,771 977

 営業外費用合計 75,591 50,518

経常利益又は経常損失（△） △305,999 415,295

特別利益 

 固定資産売却益 329,422 17,240

 その他 105 33

 特別利益合計 329,528 17,274

特別損失 

 固定資産除却損 24,905 11,391

 投資有価証券評価損 30,476 115,744

 退職給付制度改定損 19,643 -

 その他 129 22

 特別損失合計 75,153 127,159

税金等調整前当期純利益又は税金等調整

前当期純損失（△） 
△51,624 305,410

法人税、住民税及び事業税 5,428 12,456

法人税等調整額 △1 △256,837

法人税等合計 5,427 △244,380

少数株主損益調整前当期純利益 - 549,791

当期純利益又は当期純損失（△） △57,052 549,791
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７. 11 ページ 
 
【訂正前】 
 

   連結包括利益計算書     
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月 21 日

 至 平成 22年６月 20日)

当連結会計年度 

(自 平成 22 年６月 21 日

 至 平成 23年６月 20日)

少数株主損益調整前当期純利益 - 557,526

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 - 52,283

 為替換算調整勘定 - △2,922

 その他の包括利益合計 - 49,360

包括利益 - 606,886

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 - 606,886

 少数株主に係る包括利益 - -

 
 
【訂正後】 
 

   連結包括利益計算書     
    (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月 21 日

 至 平成 22年６月 20日)

当連結会計年度 

(自 平成 22 年６月 21 日

 至 平成 23年６月 20日)

少数株主損益調整前当期純利益 - 549,791

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 - 52,283

 為替換算調整勘定 - △2,922

 その他の包括利益合計 - 49,360

包括利益 - 599,151

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 - 599,151

 少数株主に係る包括利益 - -
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８. 12～13 ページ 
 
【訂正前】 
 

 (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６月 21 日 

 至 平成 22 年６月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 22 年６月 21 日 

 至 平成 23 年６月 20 日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 843,300 843,300

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 843,300 843,300

 資本剰余金 

  前期末残高 881,244 881,244

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 881,244 881,244

 利益剰余金 

  前期末残高 2,770,338 2,713,286

  当期変動額 

   剰余金の配当 - △92,802

   当期純利益又は当期純損失（△） △57,052 557,526

   当期変動額合計 △57,052 464,723

  当期末残高 2,713,286 3,178,009

 自己株式 

  前期末残高 △272,695 △310,636

  当期変動額 

   自己株式の取得 △37,941 -

   当期変動額合計 △37,941 -

  当期末残高 △310,636 △310,636

 株主資本合計 

  前期末残高 4,222,187 4,127,194

  当期変動額 

   剰余金の配当 - △92,802

   当期純利益又は当期純損失（△） △57,052 557,526

   自己株式の取得 △37,941 -

   当期変動額合計 △94,993 464,723

  当期末残高 4,127,194 4,591,917

その他の包括利益累計額 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △56,218 △65,063

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,845 52,283

   当期変動額合計 △8,845 52,283

  当期末残高 △65,063 △12,780

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △46,398 △76,857

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,459 △2,922

   当期変動額合計 △30,459 △2,922

  当期末残高 △76,857 △79,780
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  (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月 21 日 

 至 平成 22 年６月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 22 年６月 21 日 

 至 平成 23 年６月 20 日)

 その他の包括利益累計額合計 

  前期末残高 △102,616 △141,921

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39,304 49,360

   当期変動額合計 △39,304 49,360

  当期末残高 △141,921 △92,561

純資産合計 

 前期末残高 4,119,570 3,985,272

 当期変動額 

  剰余金の配当 - △92,802

  当期純利益又は当期純損失（△） △57,052 557,526

  自己株式の取得 △37,941 -

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39,304 49,360

  当期変動額合計 △134,298 514,083

 当期末残高 3,985,272 4,499,356

 
 
【訂正後】 
 

 (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６月 21 日 

 至 平成 22 年６月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 22 年６月 21 日 

 至 平成 23 年６月 20 日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 843,300 843,300

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 843,300 843,300

 資本剰余金 

  前期末残高 881,244 881,244

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 881,244 881,244

 利益剰余金 

  前期末残高 2,770,338 2,713,286

  当期変動額 

   剰余金の配当 - △92,802

   当期純利益又は当期純損失（△） △57,052 549,791

   当期変動額合計 △57,052 456,988

  当期末残高 2,713,286 3,170,275

 自己株式 

  前期末残高 △272,695 △310,636

  当期変動額 

   自己株式の取得 △37,941 -

   当期変動額合計 △37,941 -

  当期末残高 △310,636 △310,636
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  (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月 21 日 

 至 平成 22 年６月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 22 年６月 21 日 

 至 平成 23 年６月 20 日)

 株主資本合計 

  前期末残高 4,222,187 4,127,194

  当期変動額 

   剰余金の配当 - △92,802

   当期純利益又は当期純損失（△） △57,052 549,791

   自己株式の取得 △37,941 -

   当期変動額合計 △94,993 456,988

  当期末残高 4,127,194 4,584,182

その他の包括利益累計額 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △56,218 △65,063

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,845 52,283

   当期変動額合計 △8,845 52,283

  当期末残高 △65,063 △12,780

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △46,398 △76,857

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,459 △2,922

   当期変動額合計 △30,459 △2,922

  当期末残高 △76,857 △79,780

 その他の包括利益累計額合計 

  前期末残高 △102,616 △141,921

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39,304 49,360

   当期変動額合計 △39,304 49,360

  当期末残高 △141,921 △92,561

純資産合計 

 前期末残高 4,119,570 3,985,272

 当期変動額 

  剰余金の配当 - △92,802

  当期純利益又は当期純損失（△） △57,052 549,791

  自己株式の取得 △37,941 -

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39,304 49,360

  当期変動額合計 △134,298 506,349

 当期末残高 3,985,272 4,491,621
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９. 15 ページ 
 
【訂正前】 
 

(6)【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 

前連結会計年度 
(自 平成21年６月21日 
至 平成22年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年６月21日 
至 平成23年６月20日) 

 

 
(資産除去債務に関する会計基準等) 

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。 

なお、これによる損益への影響は軽微であります。

 

 

 

【訂正後】 

 

(6)【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 

前連結会計年度 
(自 平成21年６月21日 
至 平成22年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年６月21日 
至 平成23年６月20日) 

 

 
(資産除去債務に関する会計基準等) 

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。 

なお、これによる損益への影響はありません。 
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10. 18 ページ 
 

【訂正前】 

 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成21年６月21日 
至 平成22年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年６月21日 
至 平成23年６月20日) 

１株当たり純資産額 601円21銭
 

１株当たり純資産額 678円76銭
 

１株当たり当期純損失 8円56銭
 

１株当たり当期純利益 84円11銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在していない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につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

(平成22年６月20日) 
当連結会計年度 

(平成23年６月20日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,985,272 4,499,356

普通株式に係る純資産額(千円) 3,985,272 4,499,356

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当
たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係
る連結会計年度末の純資産額との差額(千円) 

― ―

普通株式の発行済株式数(株) 7,028,000 7,028,000

普通株式の自己株式数(株) 399,242 399,242

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数(株) 

6,628,758 6,628,758

  

２ １株当たり当期純利益及び当期純損失 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年６月21日
至 平成22年６月20日)

当連結会計年度 
(自 平成22年６月21日
至 平成23年６月20日)

連結損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円) 

△57,052 557,526

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円) 

△57,052 557,526

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 6,662,532 6,628,758
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【訂正後】 

 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成21年６月21日 
至 平成22年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年６月21日 
至 平成23年６月20日) 

１株当たり純資産額 601円21銭
 

１株当たり純資産額 677円60銭
 

１株当たり当期純損失 8円56銭
 

１株当たり当期純利益 82円94銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在していない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につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

(平成22年６月20日) 
当連結会計年度 

(平成23年６月20日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,985,272 4,491,621

普通株式に係る純資産額(千円) 3,985,272 4,491,621

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当
たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係
る連結会計年度末の純資産額との差額(千円) 

― ―

普通株式の発行済株式数(株) 7,028,000 7,028,000

普通株式の自己株式数(株) 399,242 399,242

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数(株) 

6,628,758 6,628,758

  

２ １株当たり当期純利益及び当期純損失 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年６月21日
至 平成22年６月20日)

当連結会計年度 
(自 平成22年６月21日
至 平成23年６月20日)

連結損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円) 

△57,052 549,791

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円) 

△57,052 549,791

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 6,662,532 6,628,758
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11. 19～20 ページ 
 

【訂正前】 

 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６月 20 日) 

当事業年度 

(平成 23 年６月 20 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,109,120 922,112

  受取手形 150,735 434,720

  売掛金 1,651,586 2,099,101

  商品及び製品 65,811 35,886

  仕掛品 890,840 734,478

  原材料及び貯蔵品 416,974 461,404

  前払費用 33,823 24,180

  繰延税金資産 - 236,666

  その他 37,056 47,884

  貸倒引当金 △685 △768

  流動資産合計 4,355,262 4,995,666

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 2,512,097 2,523,598

    減価償却累計額 △1,586,013 △1,659,506

    建物（純額） 926,083 864,092

   構築物 141,240 143,670

    減価償却累計額 △117,318 △122,716

    構築物（純額） 23,921 20,954

   機械及び装置 1,592,906 1,695,611

    減価償却累計額 △1,364,984 △1,427,323

    機械及び装置（純額） 227,921 268,288

   車両運搬具 41,612 45,935

    減価償却累計額 △34,502 △33,914

    車両運搬具（純額） 7,109 12,021

   工具、器具及び備品 603,549 623,272

    減価償却累計額 △563,696 △572,742

    工具、器具及び備品（純額） 39,853 50,530

   土地 748,028 740,455

   有形固定資産合計 1,972,917 1,956,342

  無形固定資産 

   ソフトウエア 3,944 8,603

   その他 2,503 2,492

   無形固定資産合計 6,448 11,096

  投資その他の資産 

   投資有価証券 308,219 264,790

   関係会社株式 425,932 207,401

   関係会社長期貸付金 - 50,000

   出資金 105,219 105,219

   破産更生債権等 1,878 1,763

   その他 19,765 45,553

   貸倒引当金 △3,203 △3,088

   投資その他の資産合計 857,812 671,639

  固定資産合計 2,837,178 2,639,079

 資産合計 7,192,440 7,634,745
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    (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 22 年６月 20 日) 

当事業年度 

(平成 23 年６月 20 日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 165,525 230,314

  買掛金 166,090 325,743

  短期借入金 400,000 600,000

  1 年内返済予定の長期借入金 399,142 375,808

  未払金 143,107 194,279

  未払法人税等 9,800 12,787

  未払費用 12,696 44,670

  役員賞与引当金 - 40,000

  その他 69,085 45,720

  流動負債合計 1,365,447 1,869,322

 固定負債 

  社債 600,000 600,000

  長期借入金 946,582 570,774

  長期未払金 139,740 139,740

  退職給付引当金 25,756 50,272

  その他 5,074 3,987

  固定負債合計 1,717,152 1,364,773

 負債合計 3,082,600 3,234,096

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 843,300 843,300

  資本剰余金 

   資本準備金 881,244 881,244

   資本剰余金合計 881,244 881,244

  利益剰余金 

   利益準備金 100,000 100,000

   その他利益剰余金 

    別途積立金 2,600,000 2,600,000

    繰越利益剰余金 60,996 299,521

   利益剰余金合計 2,760,996 2,999,521

  自己株式 △310,636 △310,636

  株主資本合計 4,174,903 4,413,429

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △65,063 △12,780

  評価・換算差額等合計 △65,063 △12,780

 純資産合計 4,109,840 4,400,648

負債純資産合計 7,192,440 7,634,745
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【訂正後】 

 

 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６月 20 日) 

当事業年度 

(平成 23 年６月 20 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,109,120 922,112

  受取手形 150,735 434,720

  売掛金 1,651,586 2,099,101

  商品及び製品 65,811 35,886

  仕掛品 890,840 734,478

  原材料及び貯蔵品 416,974 461,404

  前払費用 33,823 24,180

  繰延税金資産 - 219,731

  その他 37,056 47,884

  貸倒引当金 △685 △768

  流動資産合計 4,355,262 4,978,731

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 2,512,097 2,523,598

    減価償却累計額 △1,586,013 △1,659,506

    建物（純額） 926,083 864,092

   構築物 141,240 143,670

    減価償却累計額 △117,318 △122,716

    構築物（純額） 23,921 20,954

   機械及び装置 1,592,906 1,695,611

    減価償却累計額 △1,364,984 △1,427,323

    機械及び装置（純額） 227,921 268,288

   車両運搬具 41,612 45,935

    減価償却累計額 △34,502 △33,914

    車両運搬具（純額） 7,109 12,021

   工具、器具及び備品 603,549 623,272

    減価償却累計額 △563,696 △572,742

    工具、器具及び備品（純額） 39,853 50,530

   土地 748,028 740,455

   有形固定資産合計 1,972,917 1,956,342

  無形固定資産 

   ソフトウエア 3,944 8,603

   その他 2,503 2,492

   無形固定資産合計 6,448 11,096

  投資その他の資産 

   投資有価証券 308,219 264,790

   関係会社株式 425,932 207,401

   関係会社長期貸付金 - 50,000

   出資金 105,219 105,219

   破産更生債権等 1,878 1,763

   その他 19,765 45,553

   貸倒引当金 △3,203 △3,088

   投資その他の資産合計 857,812 671,639

  固定資産合計 2,837,178 2,639,079

 資産合計 7,192,440 7,617,810
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    (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 22 年６月 20 日) 

当事業年度 

(平成 23 年６月 20 日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 165,525 230,314

  買掛金 166,090 325,743

  短期借入金 400,000 600,000

  1 年内返済予定の長期借入金 399,142 375,808

  未払金 143,107 194,279

  未払法人税等 9,800 12,787

  未払費用 12,696 44,670

  役員賞与引当金 - 40,000

  その他 69,085 45,720

  流動負債合計 1,365,447 1,869,322

 固定負債 

  社債 600,000 600,000

  長期借入金 946,582 570,774

  長期未払金 139,740 139,740

  退職給付引当金 25,756 50,272

  その他 5,074 3,987

  固定負債合計 1,717,152 1,364,773

 負債合計 3,082,600 3,234,096

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 843,300 843,300

  資本剰余金 

   資本準備金 881,244 881,244

   資本剰余金合計 881,244 881,244

  利益剰余金 

   利益準備金 100,000 100,000

   その他利益剰余金 

    別途積立金 2,600,000 2,600,000

    繰越利益剰余金 60,996 282,587

   利益剰余金合計 2,760,996 2,982,587

  自己株式 △310,636 △310,636

  株主資本合計 4,174,903 4,396,494

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △65,063 △12,780

  評価・換算差額等合計 △65,063 △12,780

 純資産合計 4,109,840 4,383,713

負債純資産合計 7,192,440 7,617,810
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12. 21 ページ 
 

【訂正前】 

 

 (2)【損益計算書】     
    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 21 年６月 21 日

 至 平成 22年６月20日)

当事業年度 

(自 平成 22 年６月 21 日

 至 平成 23年６月20日)

売上高 3,640,076 6,036,362

売上原価 

 製品期首たな卸高 24,701 65,811

 当期製品製造原価 2,695,052 3,857,303

 合計 2,719,753 3,923,115

 製品期末たな卸高 65,811 35,886

 売上原価合計 2,653,941 3,887,228

売上総利益 986,134 2,149,133

販売費及び一般管理費 1,224,674 1,728,368

営業利益又は営業損失（△） △238,539 420,764

営業外収益 

 受取利息 644 538

 受取配当金 30,787 7,396

 受取賃貸料 3,843 4,749

 助成金収入 23,234 -

 受取保険金 10,413 -

 その他 12,793 7,678

 営業外収益合計 81,717 20,362

営業外費用 

 支払利息 42,455 32,946

 社債利息 11,325 11,325

 為替差損 17,322 3,931

 その他 2,771 977

 営業外費用合計 73,874 49,181

経常利益又は経常損失（△） △230,696 391,946

特別利益 

 固定資産売却益 329,422 16,247

 その他 108 33

 特別利益合計 329,531 16,281

特別損失 

 固定資産除却損 24,905 11,233

 投資有価証券評価損 30,476 115,744

 子会社株式評価損 - 218,531

 退職給付制度改定損 19,643 -

 その他 51 22

 特別損失合計 75,076 345,532

税引前当期純利益 23,758 62,696

法人税、住民税及び事業税 5,140 5,140

法人税等調整額 - △273,772

法人税等合計 5,140 △268,632

当期純利益 18,618 331,328

 

-22-



  

 

【訂正後】 

 

 (2)【損益計算書】     
    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 21 年６月 21 日

 至 平成 22年６月20日)

当事業年度 

(自 平成 22 年６月 21 日

 至 平成 23年６月20日)

売上高 3,640,076 6,036,362

売上原価 

 製品期首たな卸高 24,701 65,811

 当期製品製造原価 2,695,052 3,857,303

 合計 2,719,753 3,923,115

 製品期末たな卸高 65,811 35,886

 売上原価合計 2,653,941 3,887,228

売上総利益 986,134 2,149,133

販売費及び一般管理費 1,224,674 1,728,368

営業利益又は営業損失（△） △238,539 420,764

営業外収益 

 受取利息 644 538

 受取配当金 30,787 7,396

 受取賃貸料 3,843 4,749

 助成金収入 23,234 -

 受取保険金 10,413 -

 その他 12,793 7,678

 営業外収益合計 81,717 20,362

営業外費用 

 支払利息 42,455 32,946

 社債利息 11,325 11,325

 為替差損 17,322 3,931

 その他 2,771 977

 営業外費用合計 73,874 49,181

経常利益又は経常損失（△） △230,696 391,946

特別利益 

 固定資産売却益 329,422 16,247

 その他 108 33

 特別利益合計 329,531 16,281

特別損失 

 固定資産除却損 24,905 11,233

 投資有価証券評価損 30,476 115,744

 子会社株式評価損 - 218,531

 退職給付制度改定損 19,643 -

 その他 51 22

 特別損失合計 75,076 345,532

税引前当期純利益 23,758 62,696

法人税、住民税及び事業税 5,140 5,140

法人税等調整額 - △256,837

法人税等合計 5,140 △251,697

当期純利益 18,618 314,393
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13. 22～23 ページ 
 

【訂正前】 

 

 (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６月 21 日 

 至 平成 22 年６月 20 日)

当事業年度 

(自 平成 22 年６月 21 日 

 至 平成 23 年６月 20 日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 843,300 843,300

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 843,300 843,300

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 881,244 881,244

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 881,244 881,244

  資本剰余金合計 

   前期末残高 881,244 881,244

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 881,244 881,244

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 100,000 100,000

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 100,000 100,000

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    前期末残高 2,800,000 2,600,000

    当期変動額 

     別途積立金の積立 △200,000 -

     当期変動額合計 △200,000 -

    当期末残高 2,600,000 2,600,000

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 △157,622 60,996

    当期変動額 

     剰余金の配当 - △92,802

     当期純利益 18,618 331,328

     別途積立金の積立 200,000 -

     当期変動額合計 218,618 238,525

    当期末残高 60,996 299,521

  利益剰余金合計 

   前期末残高 2,742,377 2,760,996

   当期変動額 

    剰余金の配当 - △92,802

    当期純利益 18,618 331,328

    別途積立金の積立 - -

    当期変動額合計 18,618 238,525

   当期末残高 2,760,996 2,999,521
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  (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 21 年６月 21 日 

 至 平成 22 年６月 20 日)

当事業年度 

(自 平成 22 年６月 21 日 

 至 平成 23 年６月 20 日)

 自己株式 

  前期末残高 △272,695 △310,636

  当期変動額 

   自己株式の取得 △37,941 -

   当期変動額合計 △37,941 -

  当期末残高 △310,636 △310,636

 株主資本合計 

  前期末残高 4,194,225 4,174,903

  当期変動額 

   剰余金の配当 - △92,802

   当期純利益 18,618 331,328

   自己株式の取得 △37,941 -

   当期変動額合計 △19,322 238,525

  当期末残高 4,174,903 4,413,429

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △56,218 △65,063

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,845 52,283

   当期変動額合計 △8,845 52,283

  当期末残高 △65,063 △12,780

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △56,218 △65,063

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,845 52,283

   当期変動額合計 △8,845 52,283

  当期末残高 △65,063 △12,780

純資産合計 

 前期末残高 4,138,007 4,109,840

 当期変動額 

  剰余金の配当 - △92,802

  当期純利益 18,618 331,328

  自己株式の取得 △37,941 -

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,845 52,283

  当期変動額合計 △28,167 290,808

 当期末残高 4,109,840 4,400,648
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【訂正後】 

 

 (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６月 21 日 

 至 平成 22 年６月 20 日)

当事業年度 

(自 平成 22 年６月 21 日 

 至 平成 23 年６月 20 日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 843,300 843,300

  当期変動額 

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 843,300 843,300

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 881,244 881,244

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 881,244 881,244

  資本剰余金合計 

   前期末残高 881,244 881,244

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 881,244 881,244

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 100,000 100,000

   当期変動額 

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 100,000 100,000

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    前期末残高 2,800,000 2,600,000

    当期変動額 

     別途積立金の積立 △200,000 -

     当期変動額合計 △200,000 -

    当期末残高 2,600,000 2,600,000

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 △157,622 60,996

    当期変動額 

     剰余金の配当 - △92,802

     当期純利益 18,618 314,393

     別途積立金の積立 200,000 -

     当期変動額合計 218,618 221,590

    当期末残高 60,996 282,587

  利益剰余金合計 

   前期末残高 2,742,377 2,760,996

   当期変動額 

    剰余金の配当 - △92,802

    当期純利益 18,618 314,393

    別途積立金の積立 - -

    当期変動額合計 18,618 221,590

   当期末残高 2,760,996 2,982,587
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  (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 21 年６月 21 日 

 至 平成 22 年６月 20 日)

当事業年度 

(自 平成 22 年６月 21 日 

 至 平成 23 年６月 20 日)

 自己株式 

  前期末残高 △272,695 △310,636

  当期変動額 

   自己株式の取得 △37,941 -

   当期変動額合計 △37,941 -

  当期末残高 △310,636 △310,636

 株主資本合計 

  前期末残高 4,194,225 4,174,903

  当期変動額 

   剰余金の配当 - △92,802

   当期純利益 18,618 314,393

   自己株式の取得 △37,941 -

   当期変動額合計 △19,322 221,590

  当期末残高 4,174,903 4,396,494

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △56,218 △65,063

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,845 52,283

   当期変動額合計 △8,845 52,283

  当期末残高 △65,063 △12,780

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △56,218 △65,063

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,845 52,283

   当期変動額合計 △8,845 52,283

  当期末残高 △65,063 △12,780

純資産合計 

 前期末残高 4,138,007 4,109,840

 当期変動額 

  剰余金の配当 - △92,802

  当期純利益 18,618 314,393

  自己株式の取得 △37,941 -

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,845 52,283

  当期変動額合計 △28,167 273,873

 当期末残高 4,109,840 4,383,713

 

 

 

 

以  上 
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