
 

 

 

 

平成 23年 11月 2日 

 

各 位 

会 社 名 前 田 工 繊 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 前 田 征 利 

（コード番号：7821 東証第二部） 

問 合 せ 先 専務取締役兼 

経営管理本部長 

 

森 山  明 

（ TEL. 0776-51-3535） 

 

 

 
（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 23年９月期 第３四半期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

平成 23 年７月 25 日に公表いたしました「平成 23年９月期 第３四半期決算短信[日本基準]（連

結）」の内容について一部誤りがありましたので下記のとおり訂正させていただきます。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

訂正箇所 

【サマリー情報】 

（百万円未満切捨て） 

1. 平成 23年９月期第３四半期の連結業績（平成 22年９月 21日～平成 23年６月 20日） 

（１） 連結経営成績（累計） 

（訂正前） 

（％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円     ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 

23年９月期第３四半期 9,846  1.3 780 △36.2 800 △34.9 412 △36.4 

22年９月期第３四半期 9,717   － 1,224   － 1,230   － 649   － 

 

 
１ 株 当 た り 

四半期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 

１株当たり四半期純利益 

 円  銭 円  銭 

23年９月期第３四半期  82 47  82 21 

22年９月期第３四半期 260 48  260 25 

 

（訂正後） 

（％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円     ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 

23年９月期第３四半期 9,846  1.3 780 △36.2 800 △34.9 395 △39.1 

22年９月期第３四半期 9,717   － 1,224   － 1,230   － 649   － 

 

 
１ 株 当 た り 

四半期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 

１株当たり四半期純利益 

 円  銭 円  銭 

23年９月期第３四半期  78 95  78 71 

22年９月期第３四半期 260 48  260 25 



 

 

 

 

【2ページ １．当四半期の連結業績等に関する定性的情報】 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前） 

（前略） 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 9,846 百万円（前年同期比 1.3%増）となりま

した。利益面におきましては、営業利益は 780 百万円（同 36.2%減）、経常利益は 800 百万円（同

34.9%減）、四半期純利益は 412百万円（同 36.4%減）となりました。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 9,846 百万円（前年同期比 1.3%増）となりま

した。利益面におきましては、営業利益は 780 百万円（同 36.2%減）、経常利益は 800 百万円（同

34.9%減）、四半期純利益は 395百万円（同 39.1%減）となりました。 

（後略） 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ②キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

（前略） 

営業活動に使用されたキャッシュ・フローは、31 百万円（前年同期は 782 百万円の獲得）とな

りました。これは、税金等調整前四半期純利益 815 百万円、減価償却費 264百万円、仕入債務の増

加額 579百万円等の収入と、売上債権の増加額 320 百万円、たな卸資産の増加額 646百万円、法人

税等の支払額 703百万円等の支出によるものであります。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

営業活動に使用されたキャッシュ・フローは、31 百万円（前年同期は 782 百万円の獲得）とな

りました。これは、税金等調整前四半期純利益 798 百万円、減価償却費 264百万円、仕入債務の増

加額 579百万円等の収入と、売上債権の増加額 320 百万円、たな卸資産の増加額 646百万円、法人

税等の支払額 703百万円等の支出によるものであります。 

（後略） 



 

 

 

【6ページ （２）四半期連結損益計算書】 

（第３四半期連結累計期間） 
（訂正前）                                 （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月21日 

至 平成22年６月20日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年９月21日 

至 平成23年６月20日） 

売上高   9,717,412   9,846,148 

売上原価   5,725,129   6,081,658 

売上総利益   3,992,283   3,764,489 

 販売費及び一般管理費   2,768,245   2,983,564 

営業利益   1,224,038   780,925 

営業外収益       

受取利息   4,793   5,132 

受取配当金   1,263   1,369 

業務受託料   ―   4,766 

保険解約返戻金   ―   6,626 

その他   4,111   5,472 

営業外収益合計   10,168   23,367 

営業外費用       

支払利息   13   1,390 

為替差損   2,448   ― 

減価償却費   1,599   1,557 

その他   24   487 

営業外費用合計   4,086   3,434 

経常利益   1,230,120   800,857 

特別利益       

固定資産売却益   11   20 

投資有価証券売却益   ―   58 

貸倒引当金戻入額   ―   14,812 

抱合せ株式消滅差益   ―   17,595 

特別利益合計   11   32,487 

特別損失       

固定資産売却損   100   217 

固定資産除却損   9,540   166 

投資有価証券売却損   ―   395 

投資有価証券評価損   ―   16,170 

ゴルフ会員権評価損   650   ― 

その他   ―   600 

特別損失合計   10,290   17,549 

税金等調整前四半期純利益   1,219,840   815,795 

法人税、住民税及び事業税   560,671   436,223 

法人税等調整額   9,846   △33,361 

法人税等合計   570,517   402,862 

少数株主損益調整前四半期純利益   ―   412,933 

四半期純利益   649,323   412,933 



 

 

 

 

（訂正後）                                 （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月21日 

至 平成22年６月20日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年９月21日 

至 平成23年６月20日） 

売上高   9,717,412   9,846,148 

売上原価   5,725,129   6,081,658 

売上総利益   3,992,283   3,764,489 

 販売費及び一般管理費   2,768,245   2,983,564 

営業利益   1,224,038   780,925 

営業外収益       

受取利息   4,793   5,132 

受取配当金   1,263   1,369 

業務受託料   ―   4,766 

保険解約返戻金   ―   6,626 

その他   4,111   5,472 

営業外収益合計   10,168   23,367 

営業外費用       

支払利息   13   1,390 

為替差損   2,448   ― 

減価償却費   1,599   1,557 

その他   24   487 

営業外費用合計   4,086   3,434 

経常利益   1,230,120   800,857 

特別利益       

固定資産売却益   11   20 

投資有価証券売却益   ―   58 

貸倒引当金戻入額   ―   14,812 

特別利益合計   11   14,891 

特別損失       

固定資産売却損   100   217 

固定資産除却損   9,540   166 

投資有価証券売却損   ―   395 

投資有価証券評価損   ―   16,170 

ゴルフ会員権評価損   650   ― 

その他   ―   600 

特別損失合計   10,290   17,549 

税金等調整前四半期純利益   1,219,840   798,199 

法人税、住民税及び事業税   560,671   436,223 

法人税等調整額   9,846   △33,361 

法人税等合計   570,517   402,862 

少数株主損益調整前四半期純利益   ―   395,337 

四半期純利益   649,323   395,337 



 

 

 

【7ページ （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（訂正前）                                 （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月21日 

至 平成22年６月20日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年９月21日 

至 平成23年６月20日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前四半期純利益   1,219,840   815,795 

減価償却費   276,591   264,100 

 長期前払費用償却額   567   264 

のれん償却額   30,992   45,297 

貸倒引当金の増減額（△は減少）   △2,682   △35,077 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   △2,902   △44,643 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）   12,838   10,835 

 賞与引当金の増減額（△は減少）   64,642   80,792 

 受取利息及び受取配当金   △6,057   △6,502 

 支払利息   13   1,390 

 為替差損益（△は益）   2,448   364 

保険返戻金   ―   △6,626 

抱合せ株式消滅差損益（△は益）   ―   △17,595 

 有形固定資産売却損益（△は益）   89   196 

 有形固定資産除却損   9,540   166 

 投資有価証券売却損益（△は益）   ―   337 

 投資有価証券評価損益（△は益）   ―   16,170 

売上債権の増減額（△は増加）   △275,214   △320,473 

たな卸資産の増減額（△は増加）   △38,764   △646,153 

 仕入債務の増減額（△は減少）   84,584   579,523 

 その他   △12,376   △70,257 

 小計   1,364,152   667,905 

 利息及び配当金の受取額   4,917   5,205 

 利息の支払額   △20   △504 

法人税等の支払額   △586,151   △703,861 

営業活動によるキャッシュ・フロー   782,898   △31,255 

投資活動によるキャッシュ・フロー       

 定期預金の預入による支出   △743,153   △200,000 

 定期預金の払戻による収入   850,000   900,000 

 有形固定資産の取得による支出   △153,941   △281,087 

 有形固定資産の売却による収入   2,568   22,046 

 無形固定資産の取得による支出   △13,350   △95,054 

 投資有価証券の取得による支出   △154,932   △300 

 投資有価証券の売却による収入   ―   101,211 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出 
  △461,796   △359,989 

保険積立金の積立による支出   △1,935   △1,932 

保険積立金の解約による収入   ―   239,340 

貸付金の回収による収入   4,000   ― 

その他   ―   20 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △672,540   324,255 



  

 

（訂正後）                                 （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月21日 

至 平成22年６月20日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年９月21日 

至 平成23年６月20日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前四半期純利益   1,219,840   798,199 

減価償却費   276,591   264,100 

 長期前払費用償却額   567   264 

のれん償却額   30,992   45,297 

貸倒引当金の増減額（△は減少）   △2,682   △35,077 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   △2,902   △44,643 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）   12,838   10,835 

 賞与引当金の増減額（△は減少）   64,642   80,792 

 受取利息及び受取配当金   △6,057   △6,502 

 支払利息   13   1,390 

 為替差損益（△は益）   2,448   364 

保険返戻金   ―   △6,626 

 有形固定資産売却損益（△は益）   89   196 

 有形固定資産除却損   9,540   166 

 投資有価証券売却損益（△は益）   ―   337 

 投資有価証券評価損益（△は益）   ―   16,170 

売上債権の増減額（△は増加）   △275,214   △320,473 

たな卸資産の増減額（△は増加）   △38,764   △646,153 

 仕入債務の増減額（△は減少）   84,584   579,523 

 その他   △12,376   △70,257 

 小計   1,364,152   667,905 

 利息及び配当金の受取額   4,917   5,205 

 利息の支払額   △20   △504 

法人税等の支払額   △586,151   △703,861 

営業活動によるキャッシュ・フロー   782,898   △31,255 

投資活動によるキャッシュ・フロー       

 定期預金の預入による支出   △743,153   △200,000 

 定期預金の払戻による収入   850,000   900,000 

 有形固定資産の取得による支出   △153,941   △281,087 

 有形固定資産の売却による収入   2,568   22,046 

 無形固定資産の取得による支出   △13,350   △95,054 

 投資有価証券の取得による支出   △154,932   △300 

 投資有価証券の売却による収入   ―   101,211 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出 

  △461,796   △359,989 

保険積立金の積立による支出   △1,935   △1,932 

保険積立金の解約による収入   ―   239,340 

貸付金の回収による収入   4,000   ― 

その他   ―   20 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △672,540   324,255 

 

 

 

以 上 


