
平成23年10月14日      

 各位 

                                会社名    千代田インテグレ株式会社 

                                代表者名   代表取締役社長 小池 光明    

(コード番号：6915 東証第一部) 

                                問合せ先    経理部長 佐藤 龍介 

                                       TEL 03-3542-3412      

  

  

（訂正・数値データ訂正） 

 「平成23年8月期 決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について  
  
 当社は、本日開催の取締役会において、平成23年10月11日に公表いたしました「平成23年8月期 決算短信［日本基

準］（連結）」について、修正後発事象の発生等に伴う一部訂正を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 なお、訂正箇所には＿下線を付して表示しております。 

   

  

記 

  

  

１．訂正理由 

(1)関係会社事業再構築損失について 

関係会社の遊休資産につき売却による資金回収が困難であるとの判断から帳簿価額59百万円につき、関係会社事業

再構築損失(減損損失)を全額計上しておりましたが、平成23年10月11日に公表した決算短信発表日後に売買契約が締

結され帳簿価額相当額での売却がなされたことを確認したため、当該損失額を修正後発事象として訂正いたします。 

 (2)賞与引当金について 

平成23年10月11日に公表した決算短信発表日後に、関係部署等との協議結果から、計上額と再見積額との間で差異

が生じたため訂正いたします。 

 

２．訂正内容 

[訂正箇所] 

 （サマリー情報１ページ目） 
１. 平成 23 年 8月期の連結業績(平成 22 年 9月１日～平成 23 年 8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 8 月期  36,649 △2.0 1,379 3.6 973 △15.8 101 △51.7

22 年 8 月期  37,402 11.2 1,331 ― 1,156 ― 211 △70.8

（注）包括利益23年8月期 △354百万円（―％）22年8月期 △443百万円（―％） 
 

 
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 8 月期  7.51 ― 0.5 3.0 3.8

22 年 8 月期 15.27 ― 0.9 3.5 3.6

(参考)持分法投資損益  23年8月期 21百万円  22年8月期 ―百万円 
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【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 8 月期  36,649 △2.0 1,290 △3.1 883 △23.6 103 △51.2

22 年 8 月期  37,402 11.2 1,331 ― 1,156 ― 211 △70.8

（注）包括利益23年8月期 △353百万円（―％）22年8月期△443百万円（―％） 
 

 
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 8 月期  7.59 ― 0.5 2.7 3.5

22 年 8 月期 15.27 ― 0.9 3.5 3.6

(参考)持分法投資損益  23年8月期 21百万円  22年8月期 ―百万円 

 

(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 8 月期  32,026 22,077 68.9 1,633.31

22 年 8 月期 33,704 23,136 68.6 1,674.43

(参考)自己資本 23 年 8 月期 22,077 百万円 22 年 8 月期 23,136 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 8 月期  32,116 22,078 68.7 1,633.39

22 年 8 月期 33,704 23,136 68.6 1,674.43

(参考)自己資本 23 年 8 月期 22,078 百万円 22 年 8 月期 23,136 百万円 

 

（サマリー情報１ページ目） 

２. 配当の状況 

【訂正前】 

  年間配当金 配当金総額

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産配当率

(連結)   第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年8月期 ― 0.00 ― 27.00 27.00 373 176.8 1.6

23年8月期 ― 0.00 ― 27.00 27.00 364 359.5 1.6

24年8月期(予想) ― 0.00 ― ― ―  ―  

  

【訂正後】 

  年間配当金 配当金総額

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産配当率

(連結)   第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年8月期 ― 0.00 ― 27.00 27.00 373 176.8 1.6

23年8月期 ― 0.00 ― 27.00 27.00 364 355.7 1.6

24年8月期(予想) ― 0.00 ― ― ―  ―  
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（サマリー情報１ページ目） 

３.平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 

【訂正前】 

（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり

当期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 19,300 1.7 780 △20.5 600 △17.9 350 △23.4 25.76

通期 39,000 6.4 1,600 16.0 1,200 23.3 700 586.4 51.52

 

 

【訂正後】 

（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり

当期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 19,300 1.7 780 △20.5 600 △17.9 350 △23.4 25.76

通期 39,000 6.4 1,600 24.0 1,200 35.8 700 579.1 51.52

 

（サマリー情報２ページ目） 

(参考)個別業績の概要 

１．平成 23 年 8月期の個別業績(平成 22 年 9月１日～平成 23 年 8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 8 月期  17,553 △11.9 33 19.2 997 △51.2 211 △82.7

22 年 8 月期  19,939 16.0 28 ― 2,046 733.5 1,221 ―
 

 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 8 月期  15.53 ― 

22 年 8 月期 88.41 ― 

 

【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 8 月期  17,553 △11.9 △56 ― 907 △55.6 152 △87.5

22 年 8 月期  19,939 16.0 28 ― 2,046 733.5 1,221 ―
 

 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 8 月期 11.20 ― 

22 年 8 月期 88.41 ― 
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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 8 月期  20,095 13,710 68.2 1,014.33

22 年 8 月期 20,811 14,221 68.3 1,029.23

(参考)自己資本 23 年 8 月期 13,710 百万円 22 年 8 月期 14,221 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 8 月期  20,126 13,652 67.8 1,009.97

22 年 8 月期 20,811 14,221 68.3 1,029.23

(参考)自己資本 23 年 8 月期 13,652 百万円 22 年 8 月期 14,221 百万円 
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 (添付資料２ページ目) 

１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の概況 

【訂正前】 

 この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は36,649百万円（前連結会計年度比2.0％減）、営業

利益は1,379百万円（前連結会計年度比3.6％増）、経常利益は973百万円（前連結会計年度比15.8％減）、当期純

利益は101百万円（前連結会計年度比51.7％減）となりました。 

 セグメントの業績につきましては、日本は、東日本大震災の影響も大きく売上高は13,573百万円、営業利益は36

百万円となり、東南アジアは、堅調を保ったまま推移し、売上高は8,923百万円、営業利益は149百万円、中国は、

引き続き高成長を維持し、売上高は12,604百万円、営業利益は489百万円となり、その他の売上高は1,547百万円、

営業損失は5百万円となりました。 

 

【訂正後】 

 この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は36,649百万円（前連結会計年度比2.0％減）、営業

利益は1,290百万円（前連結会計年度比3.1％減）、経常利益は883百万円（前連結会計年度比23.6％減）、当期純

利益は103百万円（前連結会計年度比51.2％減）となりました。 

 セグメントの業績につきましては、日本は、東日本大震災の影響も大きく売上高は13,573百万円、営業損失は52

百万円となり、東南アジアは、堅調を保ったまま推移し、売上高は8,923百万円、営業利益は149百万円、中国は、

引き続き高成長を維持し、売上高は12,604百万円、営業利益は489百万円となり、その他の売上高は1,547百万円、

営業損失は5百万円となりました。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

【訂正前】 

 当連結会計年度末における資産合計は、32,026百万円（前連結会計年度末33,704百万円）となり、1,678百万円

減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 当連結会計年度末における負債合計は、9,948百万円（前連結会計年度末10,568百万円）となり、620百万円減少

いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。  

当連結会計年度末における純資産合計は、22,077百万円（前連結会計年度末23,136百万円）となり、1,058百万

円減少いたしました。これは主に、自己株式取得等による株主資本の減少及び為替換算調整勘定の減少によるもの

であります。 

 

【訂正後】 

 当連結会計年度末における資産合計は、32,116百万円（前連結会計年度末33,704百万円）となり、1,587百万円

減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 当連結会計年度末における負債合計は、10,037百万円（前連結会計年度末10,568百万円）となり、530百万円減

少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。  

当連結会計年度末における純資産合計は、22,078百万円（前連結会計年度末23,136百万円）となり、1,057百万

円減少いたしました。これは主に、自己株式取得等による株主資本の減少及び為替換算調整勘定の減少によるもの

であります。 
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（添付資料３ページ目） 

②キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

（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2,138百万円（前年同期比21.9％減）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が439百万円、減価償却費が1,281百万円及び売上債権の減少額が759百万円

であったことに対して、たな卸資産の増加額が273百万円、仕入債務の減少額211百万円及び法人税等の支払額が

516百万円であったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動の結果、支出した資金は3,088百万円（前連結会計年度は435百万円の支出）と

なりました。これは主に、定期預金の預入による支出1,248百万円、有価証券の取得による支出890百万円及び有形

固定資産の取得による支出816百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動の結果、支出した資金は579百万円（前年同期比37.5％減）となりました。こ

れは主に、自己株式の取得による支出316百万円及び配当金の支払額373百万円によるものであります。 

  

 キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。 

  
平成19年 
８月期 

平成20年 
８月期 

平成21年 
８月期 

平成22年 
８月期 

平成23年 
８月期 

自己資本比率（％） 65.2 65.7 72.9 68.6 68.9 

時価ベースの自己資本比率（％）  92.4 53.7 46.3 36.9 40.9 

債務償還年数（年） 0.3 3.3 1.3 0.7 0.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 135.8 13.3 29.6 54.1 66.6 

 （注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。 

 【訂正後】 

（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2,138百万円（前年同期比21.9％減）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が409百万円、減価償却費が1,281百万円及び売上債権の減少額が759百万円

であったことに対して、たな卸資産の増加額が273百万円、仕入債務の減少額211百万円及び法人税等の支払額が

516百万円であったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動の結果、支出した資金は3,088百万円（前連結会計年度は435百万円の支出）と

なりました。これは主に、定期預金の預入による支出1,248百万円、有価証券の取得による支出890百万円及び有形

固定資産の取得による支出816百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動の結果、支出した資金は579百万円（前年同期比37.5％減）となりました。こ

れは主に、自己株式の取得による支出316百万円及び配当金の支払額373百万円によるものであります。 

  

 キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。 
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平成19年 
８月期 

平成20年 
８月期 

平成21年 
８月期 

平成22年 
８月期 

平成23年 
８月期 

自己資本比率（％） 65.2 65.7 72.9 68.6 68.7 

時価ベースの自己資本比率（％）  92.4 53.7 46.3 36.9 40.8 

債務償還年数（年） 0.3 3.3 1.3 0.7 0.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 135.8 13.3 29.6 54.1 66.6 

 （注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。 
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(添付資料６ページ目) 

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８月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年８月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 6,775 6,100
    受取手形及び売掛金 9,080 8,026
    有価証券 － 422
    商品及び製品 1,389 1,302
    仕掛品 373 356
    原材料及び貯蔵品 2,615 2,573
    繰延税金資産 359 209
    その他 677 418
    貸倒引当金 △20 △24
    流動資産合計 21,251 19,384
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物及び構築物 8,964 8,877
        減価償却累計額 △5,570 △5,801
        建物及び構築物（純額） 3,393 3,076
      機械装置及び運搬具 7,096 7,383
        減価償却累計額 △4,711 △5,022
        機械装置及び運搬具（純額） 2,384 2,360
      工具、器具及び備品 1,869 1,902
        減価償却累計額 △1,501 △1,579
        工具、器具及び備品（純額） 367 322
      土地 2,509 2,474
      建設仮勘定 114 304
      有形固定資産合計 8,770 8,538
    無形固定資産 
      ソフトウエア 923 722
      ソフトウエア仮勘定 15 －
      電話加入権 12 12
      無形固定資産合計 951 734
    投資その他の資産 
      投資有価証券 1,586 1,897
      繰延税金資産 98 36
      その他 ※1 1,076 ※1 1,463
      貸倒引当金 △29 △28
      投資その他の資産合計 2,730 3,368
    固定資産合計 12,453 12,641
  資産合計 33,704 32,026
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（単位：百万円）

      前連結会計年度 

(平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年８月31日) 

負債の部 
  流動負債 
    支払手形及び買掛金 6,378 5,979
    短期借入金 1,926 1,880
    未払法人税等 195 63
    賞与引当金 327 214
    その他 814 802
    流動負債合計 9,642 8,939
  固定負債 
    繰延税金負債 321 217
    退職給付引当金 435 569
    その他 169 222
    固定負債合計 926 1,008
  負債合計 10,568 9,948

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,331 2,331
    資本剰余金 2,450 2,450
    利益剰余金 21,161 20,876
    自己株式 △531 △848
    株主資本合計 25,411 24,810
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 △73 △104
    為替換算調整勘定 △2,202 △2,627
    その他の包括利益累計額合計 △2,275 △2,732
  純資産合計 23,136 22,077

負債純資産合計 33,704 32,026
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【訂正後】 

（単位：百万円）

         前連結会計年度 

(平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年８月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 6,775 6,100
    受取手形及び売掛金 9,080 8,026
    有価証券    － 422
    商品及び製品 1,389 1,302
    仕掛品 373 356
    原材料及び貯蔵品 2,615 2,573
    繰延税金資産 359 240
    その他 677 418
    貸倒引当金 △20 △24
    流動資産合計 21,251 19,415
  固定資産 
   有形固定資産 
      建物及び構築物 8,964 8,908
       減価償却累計額 △5,570 △5,801
        建物及び構築物（純額） 3,393 3,107
      機械装置及び運搬具 7,096 7,383
        減価償却累計額 △4,711 △5,022
        機械装置及び運搬具（純額） 2,384 2,360
     工具、器具及び備品 1,869 1,902
        減価償却累計額 △1,501 △1,579
        工具、器具及び備品（純額） 367 322
      土地 2,509 2,503
      建設仮勘定 114 304
     有形固定資産合計 8,770 8,598
    無形固定資産 
     ソフトウエア 923 722
     ソフトウエア仮勘定 15 －
      電話加入権 12 12
      無形固定資産合計 951 734
    投資その他の資産 
      投資有価証券 1,586 1,897
      繰延税金資産 98 36
      その他 ※1 1,076 ※1 1,463
      貸倒引当金 △29 △28
      投資その他の資産合計 2,730 3,368
    固定資産合計 12,453 12,701
  資産合計 33,704 32,116
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（単位：百万円）

     前連結会計年度 

(平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年８月31日) 

負債の部 
  流動負債 
   支払手形及び買掛金 6,378 5,979
    短期借入金 1,926 1,880
   未払法人税等 195 63
   賞与引当金 327 294
    その他 814 812
    流動負債合計 9,642 9,029
  固定負債 
    繰延税金負債 321 217
    退職給付引当金 435 569
    その他 169 222
    固定負債合計 926 1,008
  負債合計 10,568 10,037

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,331 2,331
    資本剰余金 2,450 2,450
    利益剰余金 21,161 20,877
    自己株式 △531 △848
    株主資本合計 25,411 24,811
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 △73 △104
    為替換算調整勘定 △2,202 △2,627
    その他の包括利益累計額合計 △2,275 △2,732
  純資産合計 23,136 22,078

負債純資産合計 33,704 32,116
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(添付資料８ページ目) 

（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９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

売上高 37,402 36,649

売上原価 ※2 30,108 ※2 29,381

売上総利益 7,293 7,267

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 5,962 ※1, ※2 5,887

営業利益 1,331 1,379

営業外収益 
  受取利息 23 25
  受取配当金 36 40
  受取家賃 16 16
  持分法による投資利益 － 21
  その他 144 99
  営業外収益合計 221 204

営業外費用 
  支払利息 29 57
  手形売却損 11 19
  為替差損 276 479
  コミットメントフィー 56 －
  その他 23 54
  営業外費用合計 396 611

経常利益 1,156 973

特別利益 
  前期損益修正益 － ※3 17
  固定資産売却益 ※4 29 ※4 19
  貸倒引当金戻入額 12 1
  資産受贈益 ※5 30 －
  その他 16 －
  特別利益合計 88 38

特別損失 
  前期損益修正損 － ※6 35
  固定資産除売却損 ※7 95 ※7 15
  投資有価証券評価損 220 63
  特別退職金 109 46
  関係会社整理損 ※8 120 －
  関係会社事業再構築損失 － ※9 362
  その他 103 47
  特別損失合計 650 571

税金等調整前当期純利益 594 439

法人税、住民税及び事業税 470 282

過年度法人税等 － △62

法人税等調整額 △87 118

法人税等合計 383 337

少数株主損益調整前当期純利益 － 101

当期純利益 211 101
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【訂正後】 

（単位：百万円）

    
前連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

売上高 37,402 36,649

売上原価 ※2 30,108 ※2 29,410

売上総利益 7,293 7,238

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 5,962 ※1, ※2 5,948

営業利益 1,331 1,290

営業外収益 
  受取利息 23 25
  受取配当金 36 40
  受取家賃 16 16
  持分法による投資利益 － 21
  その他 144 99
  営業外収益合計 221 204

営業外費用 
  支払利息 29 57
  手形売却損 11 19
  為替差損 276 479
  コミットメントフィー 56 －
  その他 23 54
 営業外費用合計 396 611

経常利益 1,156 883

特別利益 
  前期損益修正益 － ※3 17
  固定資産売却益 ※4 29 ※4 19
  貸倒引当金戻入額 12 1
  資産受贈益 ※5 30 －
  その他 16 －
  特別利益合計 88 38

特別損失 
  前期損益修正損 － ※6 35
  固定資産除売却損 ※7 95 ※7 15
 投資有価証券評価損 220 63
  特別退職金 109 46
 関係会社整理損 ※8 120 －
  関係会社事業再構築損失 － ※9 302
  その他 103 47
  特別損失合計 650 511

税金等調整前当期純利益 594 409

法人税、住民税及び事業税 470 282

過年度法人税等 － △62

法人税等調整額 △87 87

法人税等合計 383 306

少数株主損益調整前当期純利益 － 103

当期純利益 211 103
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(添付資料９ページ目) 

（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９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 101

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 － △369
  持分法適用会社に対する持分相当額 － △56
  その他の包括利益合計 － ※2 △456

包括利益 － ※1 △354

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 － △354
  少数株主に係る包括利益 － －
    
 

 

【訂正後】 

（単位：百万円）

    
前連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 103

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 － △369
  持分法適用会社に対する持分相当額 － △56
  その他の包括利益合計 － ※2 △456

包括利益 － ※1 △353

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 － △353
  少数株主に係る包括利益 － －
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(添付資料１０ページ目) 

（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９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

株主資本 
  資本金 
    前期末残高 2,331 2,331
    当期変動額 
      当期変動額合計 － －
    当期末残高 2,331 2,331
  資本剰余金 
    前期末残高 2,450 2,450
    当期変動額 
      当期変動額合計 － －
    当期末残高 2,450 2,450
  利益剰余金 
    前期末残高 21,263 21,161
    当期変動額 
      剰余金の配当 △373 △373
      当期純利益 211 101
      連結範囲の変動 59 △13
      当期変動額合計 △102 △284
    当期末残高 21,161 20,876
  自己株式 
    前期末残高 △531 △531
    当期変動額 
      自己株式の取得 △0 △316
      当期変動額合計 △0 △316
    当期末残高 △531 △848
  株主資本合計 
    前期末残高 25,513 25,411
    当期変動額 
      剰余金の配当 △373 △373
      当期純利益 211 101
      自己株式の取得 △0 △316
      連結範囲の変動 59 △13
      当期変動額合計 △102 △601
    当期末残高 25,411 24,810
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（単位：百万円）

        
前連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

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 △91 △73
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 △31
      当期変動額合計 18 △31
    当期末残高 △73 △104
  為替換算調整勘定 
    前期末残高 △1,528 △2,202
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △673 △425
      当期変動額合計 △673 △425
    当期末残高 △2,202 △2,627
  その他の包括利益累計額合計 
    前期末残高 △1,620 △2,275
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △654 △456
      当期変動額合計 △654 △456
    当期末残高 △2,275 △2,732

純資産合計 
  前期末残高 23,893 23,136
  当期変動額 
    剰余金の配当 △373 △373
    当期純利益 211 101
    自己株式の取得 △0 △316
    連結範囲の変動 59 △13
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △654 △456
    当期変動額合計 △757 △1,058
  当期末残高 23,136 22,077
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【訂正後】 
（単位：百万円）

       
前連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

株主資本 
  資本金 
    前期末残高 2,331 2,331
    当期変動額 
      当期変動額合計 － －
    当期末残高 2,331 2,331
  資本剰余金 
   前期末残高 2,450 2,450
    当期変動額 
      当期変動額合計 － －
    当期末残高 2,450 2,450
  利益剰余金 
    前期末残高 21,263 21,161
    当期変動額 
      剰余金の配当 △373 △373
      当期純利益 211 103
      連結範囲の変動 59 △13
      当期変動額合計 △102 △283
  当期末残高 21,161 20,877
  自己株式 
    前期末残高 △531 △531
    当期変動額 
      自己株式の取得 △0 △316
      当期変動額合計 △0 △316
    当期末残高 △531 △848
  株主資本合計 
   前期末残高 25,513 25,411
    当期変動額 
      剰余金の配当 △373 △373
      当期純利益 211 103
      自己株式の取得 △0 △316
      連結範囲の変動 59 △13
      当期変動額合計 △102 △600
    当期末残高 25,411 24,811
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（単位：百万円）

       
前連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

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 △91 △73
   当期変動額 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 △31
     当期変動額合計 18 △31
    当期末残高 △73 △104
  為替換算調整勘定 
   前期末残高 △1,528 △2,202
    当期変動額 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △673 △425
     当期変動額合計 △673 △425
    当期末残高 △2,202 △2,627
  その他の包括利益累計額合計 
    前期末残高 △1,620 △2,275
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △654 △456
     当期変動額合計 △654 △456
    当期末残高 △2,275 △2,732

純資産合計 
  前期末残高 23,893 23,136
  当期変動額 
    剰余金の配当 △373 △373
   当期純利益 211 103
    自己株式の取得 △0 △316
    連結範囲の変動 59 △13
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △654 △456
    当期変動額合計 △757 △1,057
  当期末残高 23,136 22,078
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(添付資料１２ページ目) 

（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９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８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 594 439
  減価償却費 1,408 1,281
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 2
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 73 137
  賞与引当金の増減額（△は減少） 20 △112
  受取利息及び受取配当金 △59 △66
 支払利息 29 57
  為替差損益（△は益） 107 124
  持分法による投資損益（△は益） － △21
  固定資産除売却損益（△は益） 66 △3
  投資有価証券評価損益（△は益） 220 63
  関係会社整理損 120 －
  前期損益修正損益（△は益） － 17
  関係会社事業再構築損失 － 362
  売上債権の増減額（△は増加） △1,601 759
  たな卸資産の増減額（△は増加） △796 △273
  その他の資産の増減額（△は増加） △21 125
  仕入債務の増減額（△は減少） 2,298 △211
  未払消費税等の増減額（△は減少） 32 △18
 その他の負債の増減額（△は減少） 107 △69
  小計 2,585 2,594
  利息及び配当金の受取額 59 61
  利息の支払額 △50 △32
  法人税等の支払額 △359 △516
  法人税等の還付額 504 29
  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,738 2,138
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【訂正後】 

（単位：百万円）

    
前連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８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 594 409
  減価償却費 1,408 1,281
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 2
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 73 137
  賞与引当金の増減額（△は減少） 20 △32
  受取利息及び受取配当金 △59 △66
  支払利息 29 57
  為替差損益（△は益） 107 124
  持分法による投資損益（△は益） － △21
  固定資産除売却損益（△は益） 66 △3
  投資有価証券評価損益（△は益） 220 63
  関係会社整理損 120 －
  前期損益修正損益（△は益） － 17
  関係会社事業再構築損失 － 302
  売上債権の増減額（△は増加） △1,601 759
  たな卸資産の増減額（△は増加） △796 △273
  その他の資産の増減額（△は増加） △21 125
  仕入債務の増減額（△は減少） 2,298 △211
  未払消費税等の増減額（△は減少） 32 △18
  その他の負債の増減額（△は減少） 107 △59
  小計 2,585 2,594
  利息及び配当金の受取額 59 61
 利息の支払額 △50 △32
  法人税等の支払額 △359 △516
  法人税等の還付額 504 29
  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,738 2,138
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(添付資料２２ページ目) 

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９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目は次のと

おりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目は次のと

おりであります。 

給与及び手当 1,933百万円

退職給付引当金繰入額 78百万円

賞与引当金繰入額 194百万円

運送費  646百万円

減価償却費 424百万円

  

給与及び手当 1,962百万円

退職給付引当金繰入額 117百万円

賞与引当金繰入額 122百万円

運送費  634百万円

減価償却費 390百万円

  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  277百万円

  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  228百万円

  

    ──────────────  

  

※９．関係会社事業再構築損失は、在外連結子会社におけ

る事業再構築に伴うたな卸資産の廃棄損及び旧工場の

減損損失の計上額であります。 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目は次のと

おりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目は次のと

おりであります。 

給与及び手当 1,933百万円

退職給付引当金繰入額 78百万円

賞与引当金繰入額 194百万円

運送費  646百万円

減価償却費 424百万円

  

給与及び手当 1,962百万円

退職給付引当金繰入額 117百万円

賞与引当金繰入額 172百万円

運送費  634百万円

減価償却費 390百万円

  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  277百万円

  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  233百万円

  

    ──────────────  

  

※９．関係会社事業再構築損失は、在外連結子会社におけ

る事業再構築に伴うたな卸資産の廃棄損の計上額であ

ります。 
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（添付資料２７ページ目） 

（セグメント情報等） 
ｄ．セグメント情報 

当連結会計年度（自  平成22年９月１日  至  平成23年８月31日） 

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

【訂正前】 

当連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

（単位：百万円） 

   報告セグメント  
その他 

(注)１ 
合計 調整額 

(注)２ 

連結財務諸表
計上額 
(注)３ 

  日本 東南アジア 中国 計  

売上高        

外部顧客への売上高 13,573 8,923 12,604 35,101 1,547 36,649 － 36,649

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
4,547 163 1,161 5,871 67 5,939 △5,939 －

計 18,121 9,086 13,765 40,973 1,615 42,589 △5,939 36,649

セグメント利益 

又はセグメント損失(△) 
36 149 489 675 △5 670 709 1,379

セグメント資産   19,675 7,053 8,979 35,709 959 36,668 △4,642 32,026

その他の項目     

減価償却費  473 396 355 1,224 56 1,281 － 1,281

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額  
541 188 351 1,081 37 1,119 △1 1,117

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、北米等の現地法人の事業活動

を含んでおります。  

２．調整額は以下のとおりであります。 

(1)セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額709百万円は、セグメント間取引消去等であります。 

(2)セグメント資産の調整額△4,642百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産300百万円、セ

グメント間取引消去△4,943百万円であります。 

(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△1百万円は、セグメント間取引消去であります。  

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 
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【訂正後】 

当連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

（単位：百万円） 

   報告セグメント  
その他 

(注)１ 
合計 調整額 

(注)２ 

連結財務諸表
計上額 
(注)３ 

  日本 東南アジア 中国 計  

売上高        

外部顧客への売上高 13,573 8,923 12,604 35,101 1,547 36,649 － 36,649

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
4,547 163 1,161 5,871 67 5,939 △5,939 －

計 18,121 9,086 13,765 40,973 1,615 42,589 △5,939 36,649

セグメント利益 

又はセグメント損失(△) 
△52 149 489 586 △5 580 709 1,290

セグメント資産   19,706 7,053 8,979 35,740 1,019 36,759 △4,642 32,116

その他の項目     

減価償却費  473 396 355 1,224 56 1,281 － 1,281

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額  
541 188 351 1,081 37 1,119 △1 1,117

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、北米等の現地法人の事業活動

を含んでおります。  

２．調整額は以下のとおりであります。 

(1)セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額709百万円は、セグメント間取引消去等であります。 

(2)セグメント資産の調整額△4,642百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産300百万円、セ

グメント間取引消去△4,943百万円であります。 

(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△1百万円は、セグメント間取引消去であります。  

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 
 
 

（添付資料２８ページ目） 

ｅ．関連情報 

当連結会計年度（自  平成22年９月１日  至  平成23年８月31日） 

２．地域ごとの情報  

 (2)有形固定資産  

【訂正前】 

（単位：百万円） 

日本  東南アジア 中国  その他 合計 

4,958 1,358 2,048 173 8,538

  

【訂正後】 

（単位：百万円） 

日本  東南アジア 中国  その他 合計 

4,958 1,358 2,048 233 8,598
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（添付資料２８ページ目） 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

１株当たり純資産額 1,674.43円

１株当たり当期純利益金額 15.27円

 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 1,633.31円

１株当たり当期純利益金額 7.51円

 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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 211 101 

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（百万円） 211 101 

期中平均株式数（千株） 13,817 13,586 

  

【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

１株当たり純資産額 1,674.43円

１株当たり当期純利益金額 15.27円

 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 1,633.39円

１株当たり当期純利益金額 7.59円

 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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 211 103 

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（百万円） 211 103 

期中平均株式数（千株） 13,817 13,586 
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 (添付資料２９ページ目) 

【訂正前】 

６．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

          前事業年度 

(平成22年８月31日) 

当事業年度 

(平成23年８月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 4,718 3,042
    受取手形 734 541
    売掛金 ※2 4,765 ※2 4,332
    有価証券 － 422
    商品及び製品 384 409
    仕掛品 116 93
    原材料及び貯蔵品 490 532
    前払費用 80 72
    繰延税金資産 256 156
    未収入金 ※2 498 ※2 866
    その他 ※2 140 ※2 69
    貸倒引当金 △18 △189
    流動資産合計 12,166 10,349
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物 5,906 5,900
        減価償却累計額 △4,023 △4,142
        建物（純額） 1,882 1,758
      構築物 168 169
        減価償却累計額 △148 △151
        構築物（純額） 20 17
      機械及び装置 2,268 2,347
        減価償却累計額 △1,804 △1,920
        機械及び装置（純額） 464 427
      車両運搬具 13 10
        減価償却累計額 △13 △9
        車両運搬具（純額） 0 0
      工具、器具及び備品 610 616
        減価償却累計額 △538 △549
        工具、器具及び備品（純額） 72 67
      土地 2,375 2,375
      建設仮勘定 114 303
      有形固定資産合計 4,930 4,950
    無形固定資産 
      ソフトウエア 320 205
      電話加入権 11 11
      無形固定資産合計 331 216
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（単位：百万円）

        前事業年度 

(平成22年８月31日) 

当事業年度 

(平成23年８月31日) 
    投資その他の資産 
      投資有価証券 1,583 1,893
      関係会社株式 1,103 1,903
      関係会社出資金 299 299
      破産更生債権等 5 3
      長期前払費用 2 1
      敷金及び保証金 48 42
      会員権 46 42
      長期預金 200 200
      繰延税金資産 － 56
      その他 125 164
      貸倒引当金 △29 △28
      投資その他の資産合計 3,382 4,578
    固定資産合計 8,644 9,745
  資産合計 20,811 20,095

負債の部 
  流動負債 
    支払手形 553 337
    買掛金 ※2 3,714 ※2 3,571
    短期借入金 1,020 1,020
    未払金 5 0
    未払費用 ※2 270 ※2 245
    未払法人税等 148 26
    預り金 15 17
    賞与引当金 314 203
    リース債務 － 46
    その他 3 2
    流動負債合計 6,046 5,470
  固定負債 
    繰延税金負債 23 －
    退職給付引当金 381 502
    債務保証損失引当金 － 215
    リース債務 － 57
    その他 138 138
    固定負債合計 543 913
  負債合計 6,590 6,384
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（単位：百万円）

          前事業年度 

(平成22年８月31日) 

当事業年度 

(平成23年８月31日) 

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,331 2,331
    資本剰余金 
      資本準備金 2,450 2,450
      資本剰余金合計 2,450 2,450
    利益剰余金 
      利益準備金 258 258
      その他利益剰余金 
        固定資産圧縮積立金 340 320
        別途積立金 1,810 1,810
        繰越利益剰余金 7,634 7,491
      利益剰余金合計 10,043 9,881
    自己株式 △531 △848
    株主資本合計 14,293 13,814
  評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 △72 △103
    評価・換算差額等合計 △72 △103
  純資産合計 14,221 13,710

負債純資産合計 20,811 20,095
          

  

 

27



 

【訂正後】 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

          前事業年度 

(平成22年８月31日) 

当事業年度 

(平成23年８月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 4,718 3,042
    受取手形 734 541
    売掛金 ※2 4,765 ※2 4,332
    有価証券 － 422
    商品及び製品 384 409
    仕掛品 116 93
    原材料及び貯蔵品 490 532
    前払費用 80 72
    繰延税金資産 256 187
    未収入金 ※2 498 ※2 866
    その他 ※2 140 ※2 69
    貸倒引当金 △18 △189
    流動資産合計 12,166 10,380
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物 5,906 5,900
        減価償却累計額 △4,023 △4,142
        建物（純額） 1,882 1,758
      構築物 168 169
        減価償却累計額 △148 △151
        構築物（純額） 20 17
      機械及び装置 2,268 2,347
        減価償却累計額 △1,804 △1,920
        機械及び装置（純額） 464 427
      車両運搬具 13 10
        減価償却累計額 △13 △9
        車両運搬具（純額） 0 0
      工具、器具及び備品 610 616
        減価償却累計額 △538 △549
        工具、器具及び備品（純額） 72 67
      土地 2,375 2,375
      建設仮勘定 114 303
      有形固定資産合計 4,930 4,950
    無形固定資産 
      ソフトウエア 320 205
      電話加入権 11 11
      無形固定資産合計 331 216
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（単位：百万円）

        前事業年度 

(平成22年８月31日) 

当事業年度 

(平成23年８月31日) 
    投資その他の資産 
      投資有価証券 1,583 1,893
      関係会社株式 1,103 1,903
      関係会社出資金 299 299
      破産更生債権等 5 3
      長期前払費用 2 1
      敷金及び保証金 48 42
      会員権 46 42
      長期預金 200 200
      繰延税金資産 － 56
      その他 125 164
      貸倒引当金 △29 △28
      投資その他の資産合計 3,382 4,578
    固定資産合計 8,644 9,745
  資産合計 20,811 20,126

負債の部 
  流動負債 
    支払手形 553 337
    買掛金 ※2 3,714 ※2 3,571
    短期借入金 1,020 1,020
    未払金 5 0
    未払費用 ※2 270 ※2 255
    未払法人税等 148 26
    預り金 15 17
    賞与引当金 314 283
    リース債務 － 46
    その他 3 2
    流動負債合計 6,046 5,560
  固定負債 
    繰延税金負債 23 －
    退職給付引当金 381 502
    債務保証損失引当金 － 215
    リース債務 － 57
    その他 138 138
    固定負債合計 543 913
  負債合計 6,590 6,474
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（単位：百万円）

          前事業年度 

(平成22年８月31日) 

当事業年度 

(平成23年８月31日) 

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 2,331 2,331
    資本剰余金 
      資本準備金 2,450 2,450
      資本剰余金合計 2,450 2,450
    利益剰余金 
      利益準備金 258 258
      その他利益剰余金 
        固定資産圧縮積立金 340 320
        別途積立金 1,810 1,810
        繰越利益剰余金 7,634 7,433
      利益剰余金合計 10,043 9,822
    自己株式 △531 △848
    株主資本合計 14,293 13,755
  評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 △72 △103
    評価・換算差額等合計 △72 △103
  純資産合計 14,221 13,652

負債純資産合計 20,811 20,126
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（添付資料３２ページ目） 

（２）損益計算書 

【訂正前】 

（単位：百万円）

    
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 ※1 19,939 ※1 17,553

売上原価     

  製品期首たな卸高 377 384

  当期製品製造原価 ※3 7,557 ※3 6,796

  当期製品仕入高 8,640 7,267

  合計 16,573 14,448

  製品期末たな卸高 384 409

  製品売上原価 16,189 14,038

売上総利益 3,750 3,514

販売費及び一般管理費 ※2,3 3,722 ※2,3 3,481

営業利益 28 33

営業外収益     

  受取利息 6 12

  受取配当金 ※1 1,444 ※1 574

  受取家賃 16 16

  受取ロイヤリティー ※1 719 ※1 679

  その他 ※1 51 ※1 41

  営業外収益合計 2,240 1,323

営業外費用     

  支払利息 12 40

  手形売却損 8 17

  為替差損 137 270

  コミットメントフィー 56 －

  その他 7 31

  営業外費用合計 222 359

経常利益 2,046 997

特別利益     

  固定資産売却益 ※4 9 ※4 0

  貸倒引当金戻入額 4 0

  その他 30 －

  特別利益合計 44 0

特別損失     

  固定資産除売却損 ※5 59 ※5 3

  特別退職金 109 46

  前期損益修正損 17 －

  投資有価証券評価損 220 63

  関係会社株式評価損 159 －

  関係会社整理損 18 －

  関係会社事業再構築損失 － ※6 482

  その他 － 16

  特別損失合計 585 612

税引前当期純利益 1,505 386

法人税、住民税及び事業税 307 155

過年度法人税等 － △22

法人税等調整額 △23 42

法人税等合計 283 175

当期純利益 1,221 211
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 【訂正後】 

（単位：百万円）

    
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 ※1 19,939 ※1 17,553

売上原価     

  製品期首たな卸高 377 384

  当期製品製造原価 ※3 7,557 ※3 6,825

  当期製品仕入高 8,640 7,267

  合計 16,573 14,477

  製品期末たな卸高 384 409

  製品売上原価 16,189 14,067

売上総利益 3,750 3,485

販売費及び一般管理費 ※2,3 3,722 ※2,3 3,541

営業利益又は営業損失（△） 28 △56

営業外収益     

  受取利息 6 12

  受取配当金 ※1 1,444 ※1 574

  受取家賃 16 16

  受取ロイヤリティー ※1 719 ※1 679

  その他 ※1 51 ※1 41

  営業外収益合計 2,240 1,323

営業外費用     

  支払利息 12 40

  手形売却損 8 17

  為替差損 137 270

  コミットメントフィー 56 －

  その他 7 31

  営業外費用合計 222 359

経常利益 2,046 907

特別利益     

  固定資産売却益 ※4 9 ※4 0

  貸倒引当金戻入額 4 0

  その他 30 －

  特別利益合計 44 0

特別損失     

  固定資産除売却損 ※5 59 ※5 3

  特別退職金 109 46

  前期損益修正損 17 －

  投資有価証券評価損 220 63

  関係会社株式評価損 159 －

  関係会社整理損 18 －

  関係会社事業再構築損失 － ※6 482

  その他 － 16

  特別損失合計 585 612

税引前当期純利益 1,505 296

法人税、住民税及び事業税 307 155

過年度法人税等 － △22

法人税等調整額 △23 11

法人税等合計 283 144

当期純利益 1,221 152
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（添付資料３３ページ目）  

製造原価明細書 

【訂正前】 
 

    
前事業年度 

（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅰ．材料費   4,030 52.2 3,680 53.1 

Ⅱ．労務費 ※２ 1,522 19.7 1,437 20.7 

Ⅲ．経費   2,163 28.0 1,818 26.2 

（内外注加工費）   (1,354) (17.6) (1,154) (16.6)

（内減価償却費）   (329) (4.3) (293) (4.2)

当期総製造費用   7,717 100.0 6,937 100.0 

期首仕掛品たな卸高   92   116   

計   7,810   7,053   

期末仕掛品たな卸高   116   93   

他勘定振替高 ※３ 135   164   

当期製品製造原価   7,557   6,796   

 （注） 

前事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

 １．原価計算の方法 

工程別総合原価計算を採用しております。 

なお、原価計算は実際原価によっておりますが、一

部については、予定値を用い、原価差額は期末にお

いて売上原価、製品及び仕掛品に調整配賦計算を行

っております。 

 １．原価計算の方法 

同左 

※２．労務費に以下の引当金繰入額が含まれております。 ※２．労務費に以下の引当金繰入額が含まれております。

退職給付引当金繰入額 38百万円

賞与引当金繰入額 101百万円
  

退職給付引当金繰入額 56百万円

賞与引当金繰入額 71百万円

※３．他勘定振替高は当期製品仕入高、販売費及び一般管

理費等への振替であります。 

※３．他勘定振替高は当期製品仕入高、販売費及び一般管

理費等への振替であります。 
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【訂正後】 

    
前事業年度 

（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅰ．材料費   4,030 52.2 3,680 52.8 

Ⅱ．労務費 ※２ 1,522 19.7 1,466 21.0 

Ⅲ．経費   2,163 28.0 1,818 26.1 

（内外注加工費）   (1,354) (17.6) (1,154) (16.6)

（内減価償却費）   (329) (4.3) (293) (4.2)

当期総製造費用   7,717 100.0 6,966 100.0 

期首仕掛品たな卸高   92   116   

計   7,810   7,082   

期末仕掛品たな卸高   116   93   

他勘定振替高 ※３ 135   164   

当期製品製造原価   7,557   6,825   

 （注） 

前事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

 １．原価計算の方法 

工程別総合原価計算を採用しております。 

なお、原価計算は実際原価によっておりますが、一

部については、予定値を用い、原価差額は期末にお

いて売上原価、製品及び仕掛品に調整配賦計算を行

っております。 

 １．原価計算の方法 

同左 

※２．労務費に以下の引当金繰入額が含まれております。 ※２．労務費に以下の引当金繰入額が含まれております。

退職給付引当金繰入額 38百万円

賞与引当金繰入額 101百万円
  

退職給付引当金繰入額 56百万円

賞与引当金繰入額 96百万円

※３．他勘定振替高は当期製品仕入高、販売費及び一般管

理費等への振替であります。 

※３．他勘定振替高は当期製品仕入高、販売費及び一般管

理費等への振替であります。 

 

34



 

（添付資料３４ページ目） 

（３）株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

（単位：百万円）

            
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

株主資本 
  資本金 
    前期末残高 2,331 2,331
    当期変動額 
      当期変動額合計 － －
    当期末残高 2,331 2,331
  資本剰余金 
    資本準備金 
      前期末残高 2,450 2,450
      当期変動額 
        当期変動額合計 － －
      当期末残高 2,450 2,450
    資本剰余金合計 
      前期末残高 2,450 2,450
      当期変動額 
        当期変動額合計 － －
      当期末残高 2,450 2,450
  利益剰余金 
    利益準備金 
      前期末残高 258 258
      当期変動額 
        当期変動額合計 － －
      当期末残高 258 258
    その他利益剰余金 
      固定資産圧縮積立金 
        前期末残高 362 340
        当期変動額 
          固定資産圧縮積立金の取崩 △21 △19
          当期変動額合計 △21 △19
        当期末残高 340 320
      別途積立金 
        前期末残高 1,810 1,810
        当期変動額 
          当期変動額合計 － －
        当期末残高 1,810 1,810
      繰越利益剰余金 
        前期末残高 6,764 7,634
        当期変動額 
          剰余金の配当 △373 △373
          固定資産圧縮積立金の取崩 21 19
          当期純利益 1,221 211
          当期変動額合計 869 △142
        当期末残高 7,634 7,491
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（単位：百万円）

          
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 
    利益剰余金合計 
      前期末残高 9,194 10,043
      当期変動額 
        剰余金の配当 △373 △373
        固定資産圧縮積立金の取崩 － －
        当期純利益 1,221 211
        当期変動額合計 848 △162
      当期末残高 10,043 9,881
  自己株式 
    前期末残高 △531 △531
    当期変動額 
      自己株式の取得 △0 △316
      当期変動額合計 △0 △316
    当期末残高 △531 △848
  株主資本合計 
    前期末残高 13,445 14,293
    当期変動額 
      剰余金の配当 △373 △373
      当期純利益 1,221 211
      自己株式の取得 △0 △316
      当期変動額合計 848 △478
    当期末残高 14,293 13,814

評価・換算差額等 
  その他有価証券評価差額金 
    前期末残高 △90 △72
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
18 △31

      当期変動額合計 18 △31
    当期末残高 △72 △103
  評価・換算差額等合計 
    前期末残高 △90 △72
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
18 △31

      当期変動額合計 18 △31
    当期末残高 △72 △103

純資産合計 
  前期末残高 13,354 14,221
  当期変動額 
    剰余金の配当 △373 △373
    当期純利益 1,221 211
    自己株式の取得 △0 △316
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 △31
    当期変動額合計 867 △510
  当期末残高 14,221 13,710
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 【訂正後】 

（単位：百万円）

            
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

株主資本 
  資本金 
    前期末残高 2,331 2,331
    当期変動額 
      当期変動額合計 － －
    当期末残高 2,331 2,331
  資本剰余金 
    資本準備金 
      前期末残高 2,450 2,450
      当期変動額 
        当期変動額合計 － －
      当期末残高 2,450 2,450
    資本剰余金合計 
      前期末残高 2,450 2,450
      当期変動額 
        当期変動額合計 － －
      当期末残高 2,450 2,450
  利益剰余金 
    利益準備金 
      前期末残高 258 258
      当期変動額 
        当期変動額合計 － －
      当期末残高 258 258
    その他利益剰余金 
      固定資産圧縮積立金 
        前期末残高 362 340
        当期変動額 
          固定資産圧縮積立金の取崩 △21 △19
          当期変動額合計 △21 △19
        当期末残高 340 320
      別途積立金 
        前期末残高 1,810 1,810
        当期変動額 
          当期変動額合計 － －
        当期末残高 1,810 1,810
      繰越利益剰余金 
        前期末残高 6,764 7,634
        当期変動額 
          剰余金の配当 △373 △373
          固定資産圧縮積立金の取崩 21 19
          当期純利益 1,221 152
          当期変動額合計 869 △200
        当期末残高 7,634 7,433
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（単位：百万円）

         
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 
    利益剰余金合計 
      前期末残高 9,194 10,043
      当期変動額 
        剰余金の配当 △373 △373
        固定資産圧縮積立金の取崩 － －
        当期純利益 1,221 152
        当期変動額合計 848 △220
      当期末残高 10,043 9,822
  自己株式 
    前期末残高 △531 △531
    当期変動額 
      自己株式の取得 △0 △316
      当期変動額合計 △0 △316
    当期末残高 △531 △848
  株主資本合計 
    前期末残高 13,445 14,293
    当期変動額 
      剰余金の配当 △373 △373
      当期純利益 1,221 152
      自己株式の取得 △0 △316
      当期変動額合計 848 △537
    当期末残高 14,293 13,755

評価・換算差額等 
  その他有価証券評価差額金 
    前期末残高 △90 △72
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 △31
      当期変動額合計 18 △31
    当期末残高 △72 △103
  評価・換算差額等合計 
    前期末残高 △90 △72
    当期変動額 
      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 △31
      当期変動額合計 18 △31
    当期末残高 △72 △103

純資産合計 
  前期末残高 13,354 14,221
  当期変動額 
    剰余金の配当 △373 △373
    当期純利益 1,221 152
    自己株式の取得 △0 △316
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 △31
    当期変動額合計 867 △569
  当期末残高 14,221 13,652
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(添付資料３９ページ目) 

注記事項 

（損益計算書関係） 

【訂正前】 

前事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は45％で、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は55％で

す。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は49％で、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は51％で

す。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

給与及び手当 1,181百万円

退職給付引当金繰入額 77百万円

賞与引当金繰入額 189百万円

法定福利費 197百万円

雑給 201百万円

運送費           384百万円

減価償却費 56百万円

賃借料 123百万円

研究開発費 182百万円
  

給与及び手当 1,166百万円

退職給付引当金繰入額 111百万円

賞与引当金繰入額 122百万円

法定福利費 193百万円

雑給 150百万円

運送費           355百万円

減価償却費 40百万円

賃借料 129百万円

研究開発費 177百万円

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  269百万円

※３一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

  219百万円

  
 【訂正後】 

前事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は45％で、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は55％で

す。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は49％で、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は51％で

す。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

給与及び手当 1,181百万円

退職給付引当金繰入額 77百万円

賞与引当金繰入額 189百万円

法定福利費 197百万円

雑給 201百万円

運送費           384百万円

減価償却費 56百万円

賃借料 123百万円

研究開発費 182百万円
  

給与及び手当 1,166百万円

退職給付引当金繰入額 111百万円

賞与引当金繰入額 172百万円

法定福利費 199百万円

雑給 150百万円

運送費           355百万円

減価償却費 40百万円

賃借料 129百万円

研究開発費 181百万円

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  269百万円

※３一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

  224百万円
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