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会社名    三 櫻 工 業 株 式 会 社 

代表者名 取 締 役 社 長 竹田  陽三 
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問合せ先 取締役執行役員          

財 務 管 理 部 長 篠原  良幸 

（TEL 0280-33-1121） 

 
 

（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 
 

 当社は、本日付「訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」で

開示いたしましたとおり、過 年 度 の決 算 を訂 正 することといたしました。 

このため、平成 23 年 5 月 13 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

内容を一部訂正いたしましたので下記の通りお知らせいたします。 
 

 
 

訂正事項 
 

・ サマリー情報  １．平成 23 年 3 月期の連結業績 

            （参考） 個別業績の概要 

１． 平成 23 年 3 月期の個別業績 
 

      ・ 添付資料     １．経営成績 

                   ４．連結財務諸表 

                   ５．個別財務諸表 
 
      訂正箇所につきましては＿を付して表示しております。 
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（訂正前） 

（百万円未満四捨五入） 
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                                                 （％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 79,768 10.4 6,623 42.6 6,206 35.6 3,204 36.8

22 年 3 月期 72,274 △5.2 4,643 200.1 4,577 381.9 2,342 762.5
(注) 包括利益   23 年 3 月期   2,872 百万円 （△19.2%）   22 年 3 月期   3,556 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 89.21 ― 9.5 9.3 8.3

22 年 3 月期 66.73 ― 7.6 7.4 6.4
(参考) 持分法投資損益       23 年 3 月期     － 百万円  22 年 3 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 3 月期 67,720 37,323 52.1 961.03

22 年 3 月期 65,071 34,144 49.7 921.52
(参考) 自己資本          23 年 3 月期  35,252 百万円  22 年 3 月期     32,328 百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満四捨五入） 
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                                                 （％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 79,768 10.4 6,620 42.7 6,182 35.2 3,189 36.3

22 年 3 月期 72,274 △5.2 4,640 200.6 4,574 383.6 2,340 769.2
(注) 包括利益   23 年 3 月期   2,858 百万円 （△19.6%）   22 年 3 月期   3,554 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 88.81 ― 9.5 9.3 8.3

22 年 3 月期 66.68 ― 7.6 7.3 6.4
(参考) 持分法投資損益       23 年 3 月期     － 百万円  22 年 3 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 3 月期 67,872 37,054 51.5 953.72

22 年 3 月期 65,244 33,890 49.2 914.28
(参考) 自己資本          23 年 3 月期  34,983 百万円  22 年 3 月期     32,074 百万円 
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(参考)個別業績の概要 
 
（訂正前） 
 
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                                              （％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 59,729 11.9 3,378 35.1 3,710 26.6 1,854 18.4

22 年 3 月期 53,379 △6.1 2,501 ― 2,930 606.4 1,566 604.8
 
 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 51.61 ― 

22 年 3 月期 44.61 ― 
 

(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 3 月期 56,660 36,661 64.7 999.44

22 年 3 月期 56,030 34,576 61.7 985.60

(参考) 自己資本       23 年 3 月期  36,661 百万円  22 年 3 月期  34,576 百万円    
（訂正後） 
 
 
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                                              （％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 59,729 11.9 3,376 35.2 3,686 26.0 1,839 17.6

22 年 3 月期 53,379 △6.1 2,498 ― 2,927 612.3 1,564 611.3
 
 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 51.22 ― 

22 年 3 月期 44.56 ― 
 

(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 3 月期 56,812 36,392 64.1 992.13

22 年 3 月期 56,202 34,322 61.1 978.36

(参考) 自己資本       23 年 3 月期  36,392 百万円  22 年 3 月期  34,322 百万円 
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（訂正前）  

(1) 経営成績に関する分析 

当期における日本経済は、輸出の持ち直しや企業収益の改善を受けて、景気は持ち直しつつありましたが、期末

に発生した東日本大震災の影響によって企業の生産活動が制限されており、景気の先行きに対する不透明感が増し

ております。海外では、米国では、景気が緩やかな回復に向かっております。欧州では、国ごとにばらつきはあり

ますが、景気は総じて持ち直しの傾向にあります。アジアでは、中国やインドを中心に、景気の拡大傾向が続いて

います。 

自動車業界におきましては、新興国市場を中心に需要の拡大が堅調でありましたが、日本においては、環境対応

車向け補助金制度の終了による需要反動と円高基調が続いた為替相場への不安感に加えて、東日本大震災の発生に

よる先行きへの不安感が広がっております。 

このような環境のなか、当社グループの主力製品である自動車・輸送用機器用配管製品ならびに自動車用樹脂製

品は、海外を中心として自動車生産の回復傾向が続いたことにより、全体としては前年同期と比べて生産が増加い

たしました。 

当社グループでは、中国を重要な事業拠点と位置づけ、事業の拡大に取組んでおります。 

昨年10月、中国上海市に「三桜企業管理（上海）有限公司」を設立いたしました。同社は、中国国内の当社グル

ープ企業を管理・統括する機能を持ちます。各現地法人が持つ管理、営業、購買、開発機能を同社に統合し、中国

国内の子会社、関連会社の事業を統括し、調達や品質保証、財務・労務管理等の効率的な運営管理を行い、お客様

のニーズに素早く対応するとともに、中国での競争力強化につなげます。 

当期の経営成績は、売上高は797億68百万円（前期比10.4％増加）、利益は、当社グループ全体で取り組んだ構

造改革の効果により、経常利益は62億６百万円（前期比35.6％増加）、当期純利益は32億４百万円（前期比36.8％

増加）となりました。 

製品別では、車輌配管製品（ブレーキ・燃料配管用等）、エンジンシステム向けのブレージング製品（燃料噴射

用、冷却水循環用、オイル冷却用等）、樹脂製品（クイックコネクター、樹脂チューブ製品等）及び車輌安全製品

（シートベルト用）のいずれの製品も、前期と比べて売上げが増加いたしました。 

  

【所在地別セグメントの状況】 

（日本） 

当期前半まで続いた環境対応車向けの補助金制度の効果により、取引先自動車メーカーでの生産回復が進

み、製品受注が増加いたしました結果、売上高は437億92百万円（前期比7.7％増加）、営業利益は37億23百万

円（前期比37.2％増加）となりました。 

（北米・中南米） 

取引先自動車メーカーの生産回復と構造改革による業務効率化と生産性の向上による収益改善により、売上

高は184億46百万円（前期比8.2％増加）、営業利益は12億６百万円（前期比48.3％増加）となりました。 

（中国） 

中国自動車市場の拡大により売上げ、利益ともに好調に推移いたしましたが、円高による為替の影響を受

け、売上高は51億10百万円（前期比1.2％増加）、営業利益は５億35百万円（前期比2.8％減少）となりまし

た。 

（アジア） 

タイ、インドネシアをはじめとする東南アジアにおける自動車市場の大幅な回復により、売上高は94億６百

万円（前期比38.1％増加）、営業利益は13億11百万円（前期比151.7％増加）となりました。 

（欧州） 

売上高は30億15百万円（前期比11.6％増加）となりましたが、取引先自動車メーカーの生産回復の遅れによ

り収益を確保するまでには至らず、41百万円の営業損失となりました。 

  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況に関する分析  

当連結会計年度末の総資産は677億20百万円となり、前連結会計年度末に比べて26億49百万円増加しました。 

主な要因は現金及び預金の増加26億26百万円、受取手形及び売掛金の減少14億77百万円、たな卸資産の増加14億

11百万円、有形固定資産の減少12億76百万円、投資有価証券取得による増加６億68百万円、繰延税金資産の増加

１億80百万円等であります。 

負債合計は303億97百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億30百万円減少しました。主な要因は支払手形

及び買掛金の増加３億70百万円、借入金の減少11億56百万円、退職給付引当金の増加３億83百万円等でありま

す。 

純資産は373億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて31億79百万円増加しました。主な要因は当期純利益

による増加32億４百万円、配当金支払による減少６億64百万円、自己株式の処分による増加10億26百万円、その

他有価証券評価差額金の減少１億２百万円、為替換算調整勘定の減少５億11百万円、少数株主持分の増加２億55

百万円等によるものです。 

② キャッシュ・フローの状況に関する分析  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が53億64百万円（前期比12億61百

万円増）、減価償却費が43億18百万円（前期比１億76百万円減）、売上債権の減少による資金増が10億72百万

円（前期比56億88百万円増）、たな卸資産の増加による資金減が18億48百万円（前期比21億16百万円減)、仕入

債務の増加による資金増が８億32百万円（前期比27億74百万円減）、法人税等の支払による資金減が21億70百

万円（前期比12億82百万円減）などにより、前年同期と比較して、12億59百万円減少して、85億49百万円とな

りました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出42億52百万円（前期比20億88

百万円増）、投資有価証券の取得による支出10億７百万円（前期比９億33百万円増）、などにより、前年同期

と比較して、30億21百万円増加して、53億23百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、借入金の減少による支出７億14百万円（前期比24億88百万円

減）、配当金の支払により６億64百万円（前期比２億43百万円増）、自己株式の処分による収入９億92百万円

などにより、前年同期と比較して、33億30百万円減少して、４億８百万円となりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前年同期と比較して26億26百万円増加し、119億39百万円

となりました。 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移   

  

  

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） 

自 己 資 本 比 率  49.7% 52.1% 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率  40.8% 37.9% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率   0.7  0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ   30.7  37.1

（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  

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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  

  ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。  

  
※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、有利子負債は借入金を対象としています。  
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（訂正後）  

(1) 経営成績に関する分析 

当期における日本経済は、輸出の持ち直しや企業収益の改善を受けて、景気は持ち直しつつありましたが、期末

に発生した東日本大震災の影響によって企業の生産活動が制限されており、景気の先行きに対する不透明感が増し

ております。海外では、米国では、景気が緩やかな回復に向かっております。欧州では、国ごとにばらつきはあり

ますが、景気は総じて持ち直しの傾向にあります。アジアでは、中国やインドを中心に、景気の拡大傾向が続いて

います。 

自動車業界におきましては、新興国市場を中心に需要の拡大が堅調でありましたが、日本においては、環境対応

車向け補助金制度の終了による需要反動と円高基調が続いた為替相場への不安感に加えて、東日本大震災の発生に

よる先行きへの不安感が広がっております。 

このような環境のなか、当社グループの主力製品である自動車・輸送用機器用配管製品ならびに自動車用樹脂製

品は、海外を中心として自動車生産の回復傾向が続いたことにより、全体としては前年同期と比べて生産が増加い

たしました。 

当社グループでは、中国を重要な事業拠点と位置づけ、事業の拡大に取組んでおります。 

昨年10月、中国上海市に「三桜企業管理（上海）有限公司」を設立いたしました。同社は、中国国内の当社グル

ープ企業を管理・統括する機能を持ちます。各現地法人が持つ管理、営業、購買、開発機能を同社に統合し、中国

国内の子会社、関連会社の事業を統括し、調達や品質保証、財務・労務管理等の効率的な運営管理を行い、お客様

のニーズに素早く対応するとともに、中国での競争力強化につなげます。 

当期の経営成績は、売上高は797億68百万円（前期比10.4％増加）、利益は、当社グループ全体で取り組んだ構

造改革の効果により、経常利益は61億82百万円（前期比35.2％増加）、当期純利益は31億89百万円（前期比36.3％

増加）となりました。 

製品別では、車輌配管製品（ブレーキ・燃料配管用等）、エンジンシステム向けのブレージング製品（燃料噴射

用、冷却水循環用、オイル冷却用等）、樹脂製品（クイックコネクター、樹脂チューブ製品等）及び車輌安全製品

（シートベルト用）のいずれの製品も、前期と比べて売上げが増加いたしました。 

  

【所在地別セグメントの状況】 

（日本） 

当期前半まで続いた環境対応車向けの補助金制度の効果により、取引先自動車メーカーでの生産回復が進

み、製品受注が増加いたしました結果、売上高は437億92百万円（前期比7.7％増加）、営業利益は37億20百万

円（前期比37.3％増加）となりました。 

（北米・中南米） 

取引先自動車メーカーの生産回復と構造改革による業務効率化と生産性の向上による収益改善により、売上

高は184億46百万円（前期比8.2％増加）、営業利益は12億６百万円（前期比48.3％増加）となりました。 

（中国） 

中国自動車市場の拡大により売上げ、利益ともに好調に推移いたしましたが、円高による為替の影響を受

け、売上高は51億10百万円（前期比1.2％増加）、営業利益は５億35百万円（前期比2.8％減少）となりまし

た。 

（アジア） 

タイ、インドネシアをはじめとする東南アジアにおける自動車市場の大幅な回復により、売上高は94億６百

万円（前期比38.1％増加）、営業利益は13億11百万円（前期比151.7％増加）となりました。 

（欧州） 

売上高は30億15百万円（前期比11.6％増加）となりましたが、取引先自動車メーカーの生産回復の遅れによ

り収益を確保するまでには至らず、41百万円の営業損失となりました。 
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況に関する分析  

当連結会計年度末の総資産は678億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて26億28百万円増加しました。 

主な要因は現金及び預金の増加26億26百万円、受取手形及び売掛金の減少14億77百万円、たな卸資産の増加14億

11百万円、有形固定資産の減少12億76百万円、投資有価証券取得による増加６億68百万円、繰延税金資産の増加

１億77百万円等であります。 

負債合計は308億18百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億36百万円減少しました。主な要因は支払手形

及び買掛金の増加３億70百万円、借入金の減少11億56百万円、退職給付引当金の増加３億85百万円等でありま

す。 

純資産は370億54百万円となり、前連結会計年度末に比べて31億64百万円増加しました。主な要因は当期純利益

による増加31億89百万円、配当金支払による減少６億64百万円、自己株式の処分による増加10億26百万円、その

他有価証券評価差額金の減少１億２百万円、為替換算調整勘定の減少５億11百万円、少数株主持分の増加２億55

百万円等によるものです。 

② キャッシュ・フローの状況に関する分析  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が53億40百万円（前期比12億40百

万円増）、減価償却費が43億18百万円（前期比１億76百万円減）、売上債権の減少による資金増が10億72百万

円（前期比56億88百万円増）、たな卸資産の増加による資金減が18億48百万円（前期比21億16百万円減)、仕入

債務の増加による資金増が８億32百万円（前期比27億74百万円減）、法人税等の支払による資金減が21億70百

万円（前期比12億82百万円減）などにより、前年同期と比較して、12億59百万円減少して、85億49百万円とな

りました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出42億52百万円（前期比20億88

百万円増）、投資有価証券の取得による支出10億７百万円（前期比９億33百万円増）、などにより、前年同期

と比較して、30億21百万円増加して、53億23百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、借入金の減少による支出７億14百万円（前期比24億88百万円

減）、配当金の支払により６億64百万円（前期比２億43百万円増）、自己株式の処分による収入９億92百万円

などにより、前年同期と比較して、33億30百万円減少して、４億８百万円となりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前年同期と比較して26億26百万円増加し、119億39百万円

となりました。 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移   

   

  

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） 

自 己 資 本 比 率  49.2% 52.5% 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率  40.7% 37.8% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率   0.7  0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ   30.7  37.1

（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  

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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  

  ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。  

  
※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、有利子負債は借入金を対象としています。  
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（訂正前）  

  

４．連結財務諸表

(1)連結貸借対照表

（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 9,444 12,070

  受取手形及び売掛金 14,824 13,347

  商品及び製品 2,490 2,856

  仕掛品 1,881 2,259

  原材料及び貯蔵品 3,700 4,367

  繰延税金資産 428 424

  その他 857 1,384

  流動資産合計 33,624 36,706

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 12,982 13,016

   機械装置及び運搬具 42,976 39,836

   工具、器具及び備品 6,077 6,252

   土地 3,445  3,915

   リース資産 112 199

   建設仮勘定 841 1,389

   減価償却累計額 △42,542 △41,704

   減損損失累計額 － △287

   有形固定資産合計 23,891 22,615

  無形固定資産 

   のれん 39 －

   リース資産 100 113

   その他 374 371

   無形固定資産合計 513 484

  投資その他の資産 

   投資有価証券   4,301   4,968

   長期貸付金 2 1

   繰延税金資産 2,258 2,438

   その他 482 508

   投資その他の資産合計 7,043 7,915

  固定資産合計 31,446 31,014

 繰延資産 1 －

 資産合計 65,071 67,720
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（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 

  支払手形及び買掛金 11,932 12,303

  短期借入金   5,062   4,072

  未払金 1,709 1,679

  リース債務 55 82

  未払法人税等 1,114 919

  未払消費税等 286 183

  賞与引当金 699 669

  役員賞与引当金 15 18

  製品保証引当金 187 315

  その他 750 790

  流動負債合計 21,810 21,029

 固定負債 

  長期借入金   2,094   1,927

  リース債務 126 160

  退職給付引当金 6,696 7,079

  役員退職慰労引当金 202 202

  固定負債合計 9,117 9,368

 負債合計 30,927 30,397

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,481 3,481

  資本剰余金 3,031 2,998

  利益剰余金 28,129 30,669

  自己株式 △1,302 △276

  株主資本合計 33,340 36,871

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 1,520 1,418

  繰延ヘッジ損益 △20 △15

  為替換算調整勘定 △2,512 △3,023

  その他の包括利益累計額合計 △1,012 △1,619

 少数株主持分 1,816 2,071

 純資産合計 34,144 37,323

負債純資産合計 65,071 67,720
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（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 9,444 12,070

  受取手形及び売掛金 14,824 13,347

  商品及び製品 2,490 2,856

  仕掛品 1,881 2,259

  原材料及び貯蔵品 3,700 4,367

  繰延税金資産 428 424

  その他 857 1,384

  流動資産合計 33,624 36,706

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物   12,982   13,016

   機械装置及び運搬具   42,976   39,836

   工具、器具及び備品 6,077 6,252

   土地   3,445   3,915

   リース資産 112 199

   建設仮勘定 841 1,389

   減価償却累計額 △42,542 △41,704

   減損損失累計額 － △287

   有形固定資産合計 23,891 22,615

  無形固定資産 

   のれん 39 －

   リース資産 100 113

   その他 374 371

   無形固定資産合計 513 484

  投資その他の資産 

   投資有価証券   4,301   4,968

   長期貸付金 2 1

   繰延税金資産 2,430 2,612

   その他 482 487

   投資その他の資産合計 7,215 8,067

  固定資産合計 31,619 31,166

 繰延資産 1 －

 資産合計 65,244 67,872
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（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 

  支払手形及び買掛金 11,932 12,303

  短期借入金    5,062    4,072

  未払金 1,709 1,679

  リース債務 55 82

  未払法人税等 1,114 910

  未払消費税等 286 183

  賞与引当金 699 669

  役員賞与引当金 15 18

  製品保証引当金 187 315

  その他 750 790

  流動負債合計 21,810 21,020

 固定負債 

  長期借入金   2,094   1,927

  リース債務 126 160

  退職給付引当金 7,123 7,508

  役員退職慰労引当金 202 202

  固定負債合計 9,544 9,797

 負債合計 31,354 30,818

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,481 3,481

  資本剰余金 3,031 2,998

  利益剰余金 27,875 30,401

  自己株式 △1,302 △276

  株主資本合計 33,086 36,603

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 1,520 1,418

  繰延ヘッジ損益 △20 △15

  為替換算調整勘定 △2,512 △3,023

  その他の包括利益累計額合計 △1,012 △1,619

 少数株主持分 1,816 2,071

 純資産合計 33,890 37,054

負債純資産合計 65,244 67,872

11



（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：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 72,274 79,768

売上原価 60,731 65,894

売上総利益 11,542 13,874

販売費及び一般管理費 6,899 7,251

営業利益 4,643 6,623

営業外収益 

 受取利息 14 23

 受取配当金 47 67

 為替差益 63 －

 その他 251 270

 営業外収益合計 375 360

営業外費用 

 支払利息 319 230

 為替差損 － 384

 その他 123 163

 営業外費用合計 441 777

経常利益 4,577 6,206

特別利益 

 固定資産売却益 18 14

 前期損益修正益 61 16

 特別利益合計 79 31

特別損失 

 固定資産除却損 294 239

 前期損益修正損 － 83

 投資有価証券評価損 256 74

 ゴルフ会員権評価損 3 －

 減損損失 － 287

 子会社清算損 － 190

 特別損失合計 552 872

税金等調整前当期純利益 4,103 5,364

法人税、住民税及び事業税 1,733 1,926

法人税等調整額 △254 △153

法人税等合計 1,479 1,773

少数株主損益調整前当期純利益 － 3,591

少数株主利益 283 387

当期純利益 2,342 3,204
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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 72,274 79,768

売上原価 60,766 65,928

売上総利益 11,508 13,839

販売費及び一般管理費 6,868 7,219

営業利益 4,640 6,620

営業外収益 

 受取利息 14 23

 受取配当金 47 67

 為替差益 63 －

 その他 251 262

 営業外収益合計 375 351

営業外費用 

 支払利息 319 230

 為替差損 － 384

 その他 123 176

 営業外費用合計 441 790

経常利益 4,574 6,182

特別利益 

 固定資産売却益 18 14

 前期損益修正益 61 16

 特別利益合計 79 31

特別損失 

 固定資産除却損 294 239

 前期損益修正損 － 83

 投資有価証券評価損 256 74

 ゴルフ会員権評価損 3 －

 減損損失 － 287

 子会社清算損 － 190

 特別損失合計 552 872

税金等調整前当期純利益 4,100 5,340

法人税、住民税及び事業税 1,733 1,917

法人税等調整額 △256 △154

法人税等合計 1,477 1,763

少数株主損益調整前当期純利益 － 3,577

少数株主利益 283 387

当期純利益 2,340 3,189
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（訂正前）  

  

（訂正後）  

  

  

連結包括利益計算書

（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利益 － 3,591

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 － △102

 繰延ヘッジ損益 － 5

 為替換算調整勘定 － △622

 その他の包括利益合計 － △719

包括利益 － 2,872

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 － 2,596

 少数株主に係る包括利益 － 276

（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利益 － 3,577

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 － △102

 繰延ヘッジ損益 － 5

 為替換算調整勘定 － △622

 その他の包括利益合計 － △719

包括利益 － 2,858

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 － 2,582

 少数株主に係る包括利益 － 276
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（訂正前）  

  

(3)連結株主資本等変動計算書

（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） 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 3,481 3,481

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 3,481 3,481

 資本剰余金 

  前期末残高 3,031 3,031

  当期変動額 

   自己株式の処分 － △34

   当期変動額合計 － △34

  当期末残高 3,031 2,998

 利益剰余金 

  前期末残高 26,209 28,129

  当期変動額 

   剰余金の配当 △421 △664

   当期純利益 2,342 3,204

   当期変動額合計 1,920 2,539

  当期末残高 28,129 30,669

 自己株式 

  前期末残高 △1,268 △1,302

  当期変動額 

   自己株式の取得 △34 △0

   自己株式の処分 － 1,026

   当期変動額合計 △34 1,026

  当期末残高 △1,302 △276

 株主資本合計 

  前期末残高 31,453 33,340

  当期変動額 

   剰余金の配当 △421 △664

   当期純利益 2,342 3,204

   自己株式の取得 △34 △0

   自己株式の処分 － 992

   当期変動額合計 1,887 3,531

  当期末残高 33,340 36,871
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（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） 

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 936 1,520

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 584 △102

   当期変動額合計 584 △102

  当期末残高 1,520 1,418

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △2 △20

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18 5

   当期変動額合計 △18 5

  当期末残高 △20 △15

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △2,791 △2,512

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 278 △511

   当期変動額合計 278 △511

  当期末残高 △2,512 △3,023

 その他の包括利益累計額合計 

  前期末残高 △1,856 △1,012

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 845 △608

   当期変動額合計 845 △608

  当期末残高 △1,012 △1,619

少数株主持分 

 前期末残高 1,536 1,816

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 280 255

  当期変動額合計 280 255

 当期末残高 1,816 2,071

純資産合計 

 前期末残高 31,133 34,144

 当期変動額 

  剰余金の配当 △421 △664

  当期純利益 2,342 3,204

  自己株式の取得 △34 △0

  自己株式の処分 － 992

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,124 △353

  当期変動額合計 3,011 3,179

 当期末残高 34,144 37,323
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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） 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 3,481 3,481

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 3,481 3,481

 資本剰余金 

  前期末残高 3,031 3,031

  当期変動額 

   自己株式の処分 － △34

   当期変動額合計 － △34

  当期末残高 3,031 2,998

 利益剰余金 

  前期末残高 25,957 27,875

  当期変動額 

   剰余金の配当 △421 △664

   当期純利益 2,340 3,189

   当期変動額合計 1,919 2,525

  当期末残高 27,875 30,401

 自己株式 

  前期末残高 △1,268 △1,302

  当期変動額 

   自己株式の取得 △34 △0

   自己株式の処分 － 1,026

   当期変動額合計 △34 1,026

  当期末残高 △1,302 △276

 株主資本合計 

  前期末残高 31,201 33,086

  当期変動額 

   剰余金の配当 △421 △664

   当期純利益 2,340 3,189

   自己株式の取得 △34 △0

   自己株式の処分 － 992

   当期変動額合計 1,885 3,517

  当期末残高 33,086 36,603
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（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） 

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 936 1,520

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 584 △102

   当期変動額合計 584 △102

  当期末残高 1,520 1,418

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △2 △20

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18 5

   当期変動額合計 △18 5

  当期末残高 △20 △15

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △2,791 △2,512

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 278 △511

   当期変動額合計 278 △511

  当期末残高 △2,512 △3,023

 その他の包括利益累計額合計 

  前期末残高 △1,856 △1,012

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 845 △608

   当期変動額合計 845 △608

  当期末残高 △1,012 △1,619

少数株主持分 

 前期末残高 1,536 1,816

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 280 255

  当期変動額合計 280 255

 当期末残高 1,816 2,071

純資産合計 

 前期末残高 30,881 33,890

 当期変動額 

  剰余金の配当 △421 △664

  当期純利益 2,340 3,189

  自己株式の取得 △34 △0

  自己株式の処分 － 992

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,124 △353

  当期変動額合計 3,009 3,164

 当期末残高 33,890 37,054
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（訂正前）  

  

(4)連結キャッシュー・フロー計算書

（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 4,103 5,364

 減価償却費 4,494 4,318

 減損損失 － 287

 のれん償却額 181 50

 有形固定資産売却損益（△は益） △18 △14

 有形固定資産除却損 294 239

 投資有価証券評価損益（△は益） 256 74

 子会社清算損益（△は益） － 190

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 413 383

 受取利息及び受取配当金 △61 △90

 支払利息 319 230

 売上債権の増減額（△は増加） △4,616 1,072

 たな卸資産の増減額（△は増加） 268 △1,848

 仕入債務の増減額（△は減少） 3,606 832

 その他 1,757 △227

 小計 10,996 10,858

 利息及び配当金の受取額 62 89

 利息の支払額 △361 △227

 法人税等の支払額 △888 △2,170

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,807 8,549

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △2,164 △4,252

 有形固定資産の売却による収入 18 14

 投資有価証券の取得による支出 △75 △1,007

 その他 △81 △78

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,302 △5,323

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少） △2,401 △666

 長期借入れによる収入 9 720

 長期借入金の返済による支出 △810 △768

 自己株式の純増減額（△は増加） △34 992

 配当金の支払額 △421 △664

 その他 △80 △21

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,738 △408

現金及び現金同等物に係る換算差額 90 △192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,857 2,626

現金及び現金同等物の期首残高 5,456 9,313

現金及び現金同等物の期末残高 9,313 11,939
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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） 

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 4,100 5,340

 減価償却費 4,494 4,318

 減損損失 － 287

 のれん償却額 181 50

 有形固定資産売却損益（△は益） △18 △14

 有形固定資産除却損 294 239

 投資有価証券評価損益（△は益） 256 74

 子会社清算損益（△は益） － 190

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 416 385

 受取利息及び受取配当金 △61 △90

 支払利息 319 230

 売上債権の増減額（△は増加） △4,616 1,072

 たな卸資産の増減額（△は増加） 268 △1,848

 仕入債務の増減額（△は減少） 3,606 832

 その他 1,757 △206

 小計 10,996 10,858

 利息及び配当金の受取額 62 89

 利息の支払額 △361 △227

 法人税等の支払額 △888 △2,170

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,807 8,549

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △2,164 △4,252

 有形固定資産の売却による収入 18 14

 投資有価証券の取得による支出 △75 △1,007

 その他 △81 △78

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,302 △5,323

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少） △2,401 △666

 長期借入れによる収入 9 720

 長期借入金の返済による支出 △810 △768

 自己株式の純増減額（△は増加） △34 992

 配当金の支払額 △421 △664

 その他 △80 △21

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,738 △408

現金及び現金同等物に係る換算差額 90 △192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,857 2,626

現金及び現金同等物の期首残高 5,456 9,313

現金及び現金同等物の期末残高 9,313 11,939
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（訂正前）  

  

（訂正後）  

  

(10)連結財務諸表に関する注記事項

（連結損益計算書関係）

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．販売費及び一般管理費のうち、主要なものは下記の

通りであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要なものは下記の

通りであります。 

運送費 1,312百万円

従業員給料賞与 1,880百万円

技術研究費 1,035百万円

退職給付費用 164百万円

運送費 1,413百万円

従業員給料賞与 2,762百万円

技術研究費 1,259百万円

退職給付費用 165百万円

※２．固定資産除却損の内訳は下記の通りであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は下記の通りであります。 

機械装置及び運搬具 294百万円

計 294百万円

機械装置及び運搬具 239百万円

計 239百万円

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

百万円 1,463 百万円 1,851

※４．固定資産売却益の内訳は下記の通りであります。 ※４．固定資産売却益の内訳は下記の通りであります。 

機械装置及び運搬具 18百万円

計 18百万円

機械装置及び運搬具 14百万円

計 14百万円

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） 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要なものは下記の

通りであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要なものは下記の

通りであります。 

運送費 1,312百万円

従業員給料賞与 1,880百万円

技術研究費 1,035百万円

退職給付費用 133百万円

運送費 1,413百万円

従業員給料賞与 2,762百万円

技術研究費 1,259百万円

退職給付費用 133百万円

※２．固定資産除却損の内訳は下記の通りであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は下記の通りであります。 

機械装置及び運搬具 294百万円

計 294百万円

機械装置及び運搬具 239百万円

計 239百万円

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

百万円 1,463 百万円 1,851

※４．固定資産売却益の内訳は下記の通りであります。 ※４．固定資産売却益の内訳は下記の通りであります。 

機械装置及び運搬具 18百万円

計 18百万円

機械装置及び運搬具 14百万円

計 14百万円
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（訂正前）  

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 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

   親会社株主に係る包括利益                  3,187百万円  

   少数株主に係る包括利益                            

            計                    3,556 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

   その他有価証券評価差額金                   百万円 

   繰越ヘッジ損益                        

   為替換算調整勘定                              

            計                      

（訂正後）  

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 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

   親会社株主に係る包括利益                  3,185百万円  

   少数株主に係る包括利益                            

            計                    3,554 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

   その他有価証券評価差額金                   百万円 

   繰越ヘッジ損益                        

   為替換算調整勘定                              

            計                      

  

（連結包括利益計算書関係）

369

584

△18

365

931

369

584

△18

365

931
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（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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米・中南米…アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2）その他…アジア・ヨーロッパ地域 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,308百万円であり、その主なものは、親会社の

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等です。 

  

（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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米・中南米…アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2）その他…アジア・ヨーロッパ地域 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,308百万円であり、その主なものは、親会社の

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等です。 

  

（セグメント情報等）

【所在地別セグメント情報】

  

  
日本 

(百万円) 

北米
中南米 
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結計
（百万円） 

Ⅰ 売上高および営業損益             

  売上高             

  (1）外部顧客に対する売上高  40,663  17,050  14,561  72,274  －  72,274

  
(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 23,342  4,539  2,406  30,287  △30,287  －

  計  64,006  21,589  16,967  102,561  △30,287  72,274

  営業費用 61,293  20,776  15,851 97,918  △30,287 67,631 

  営業利益 2,713  813  1,116 4,643  － 4,643 

Ⅱ 資産 44,002  9,571  12,176 65,750  △679 65,071 

  

  
日本 

(百万円) 

北米
中南米 
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結計
（百万円） 

Ⅰ 売上高および営業損益             

  売上高             

  (1）外部顧客に対する売上高  40,663  17,050  14,561  72,274  －  72,274

  
(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 23,342  4,539  2,406  30,287  △30,287  －

  計  64,006  21,589  16,967  102,561  △30,287  72,274

  営業費用 61,296  20,776  15,851 97,921  △30,287 67,634 

  営業利益 2,710  813  1,116 4,640  － 4,640 

Ⅱ 資産 44,174  9,571  12,176 65,922  △679 65,244 
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（訂正前）  

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） 

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 

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）

  

(注)1 調整額は以下のとおりであります。 

  （1）売上高の調整額△13,811百万円は、セグメント間取引消去の金額であります。 

  （2）セグメント利益又は損失の調整額△110百万円には、のれんの償却額△50百万円及び棚卸資産の調 

     整額△50百万円が含まれております。 

  （3）セグメント資産の調整額△430百万円は、主に長期投資資金(投資有価証券)、管理部門に係る資産 

     及びセグメント間取引消去であります。 

  2 セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

【セグメント情報】

  報告セグメント 調整額 連結財務諸表

  日本 北南米 欧州 中国 アジア 計 (注)1 計上額(注)2

売上高                  

(1)外部顧客への売上高  43,792 18,446 3,015 5,110 9,406  79,768  － 79,768

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 13,353 110 － 347 1  13,811  △13,811 －

計   57,145 18,556 3,015 5,457 9,406  93,578  △13,811 79,768

セグメント利益又は損失  3,723 1,206 △41 535 1,311 6,733  △110 6,623

セグメント資産  44,611 10,172 2,225 5,288 5,854 68,150  △430 67,720

その他の項目                  

減価償却費   2,919 690 137 221 350  4,318  － 4,318

減損損失   287 － － － －  287  － 287

有形固定資産および無形 

固定資産の増加額  
 3,300 2,473 229 520 487  7,009  － 7,009
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（訂正後）  

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） 

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 

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）

  

(注)1 調整額は以下のとおりであります。 

  （1）売上高の調整額△13,811百万円は、セグメント間取引消去の金額であります。 

  （2）セグメント利益又は損失の調整額△110百万円には、のれんの償却額△50百万円及び棚卸資産の調 

     整額△50百万円が含まれております。 

  （3）セグメント資産の調整額△430百万円は、主に長期投資資金(投資有価証券)、管理部門に係る資産 

     及びセグメント間取引消去であります。 

  2 セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。  

  

  報告セグメント 調整額 連結財務諸表

  日本 北南米 欧州 中国 アジア 計 (注)1 計上額(注)2

売上高                  

(1)外部顧客への売上高  43,792 18,446 3,015 5,110 9,406  79,768  － 79,768

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 13,353 110 － 347 1  13,811  △13,811 －

計   57,145 18,556 3,015 5,457 9,406  93,578  △13,811 79,768

セグメント利益又は損失  3,720 1,206 △41 535 1,311 6,730  △110 6,620

セグメント資産  44,763 10,172 2,225 5,288 5,854 68,302  △430 67,872

その他の項目                  

減価償却費   2,919 690 137 221 350  4,318  － 4,318

減損損失   287 － － － －  287  － 287

有形固定資産および無形 

固定資産の増加額  
 3,300 2,473 229 520 487  7,009  － 7,009
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（訂正前）  

 （注） １株当たり当期純利益金額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は、以下のとおりで

あります。 

  

（１株当たり情報）

項目 
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（円 銭） 921  52 961  03 

１株当たり当期純利益金額（円 銭）  66  73  89  21 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額（円 銭） 

 潜在株式が存在しないため、記載 

 しておりません。 

 潜在株式が存在しないため、記載 

 しておりません。 

  
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            

当期純利益（百万円） 2,342 3,204 

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） 2,342 3,204 

期中平均株式数（千株）  35,094  35,914

      

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）  －  －

（うち支払利息（税額相当額控除後））  －  －

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めなか

った潜在株式の概要 

────── ────── 
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（訂正後）  

 （注） １株当たり当期純利益金額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は、以下のとおりで

あります。 

  

項目 
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（円 銭） 914  28 953  72 

１株当たり当期純利益金額（円 銭）  66  68  88  81 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額（円 銭） 

 潜在株式が存在しないため、記載 

 しておりません。 

 潜在株式が存在しないため、記載 

 しておりません。 

  
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            

当期純利益（百万円） 2,340 3,189 

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） 2,340 3,189 

期中平均株式数（千株）  35,094  35,914

      

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）  －  －

（うち支払利息（税額相当額控除後））  －  －

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めなか

った潜在株式の概要 

────── ────── 
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（訂正前）  

  

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 5,023 7,960

  受取手形 236 302

  売掛金 12,048 10,717

  商品及び製品 1,427 1,605

  仕掛品 1,332 1,596

  原材料及び貯蔵品 325 402

  前渡金 53 62

  前払費用 27 30

  繰延税金資産 334 314

  未収入金 441 457

  その他 38 19

  流動資産合計 21,284 23,463

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 7,626 7,626

    減価償却累計額 △5,060 △5,258

    建物（純額） 2,566 2,368

   構築物 573 593

    減価償却累計額 △496 △510

    構築物（純額） 77 83

   機械及び装置 29,056 25,881

    減価償却累計額 △21,487 △19,933

    減損損失累計額 － △287

    機械及び装置（純額） 7,569 5,662

   車両運搬具 165 151

    減価償却累計額 △152 △134

    車両運搬具（純額） 14 17

   工具、器具及び備品 4,897 4,962

    減価償却累計額 △4,387 △4,553

    工具、器具及び備品（純額） 510 409

   土地 2,152 2,100

   リース資産 79 105

    減価償却累計額 △30 △54

    リース資産（純額） 49 51

   建設仮勘定 321 289

   有形固定資産合計 13,257 10,978

  無形固定資産 

   リース資産 100 113
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（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） 

   その他 1 1

   無形固定資産合計 101 114

  投資その他の資産 

   投資有価証券 4,103 4,866

   関係会社株式 12,688 13,356

   出資金 52 94

   従業員に対する長期貸付金 2 1

   関係会社長期貸付金 2,284 1,331

   繰延税金資産 1,907 2,121

   差入保証金 19 19

   退職給与引当特定資産 333 318

   投資その他の資産合計 21,388 22,105

  固定資産合計 34,746 33,197

 資産合計 56,030 56,660

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 883 1,023

  買掛金 7,833 7,648

  短期借入金 2,900 1,200

  リース債務 49 62

  未払金 652 653

  未払法人税等 664 524

  未払消費税等 247 170

  未払費用 365 321

  預り金 65 55

  賞与引当金 645 611

  役員賞与引当金 15 18

  製品保証引当金 187 315

  設備関係支払手形 49 92

  その他 33 25

  流動負債合計 14,587 12,717

 固定負債 

  リース債務 100 102

  退職給付引当金 6,573 6,987

  役員退職慰労引当金 193 193

  固定負債合計 6,866 7,282

 負債合計 21,454 19,999
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（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） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,481 3,481

  資本剰余金 

   資本準備金 2,969 2,969

   その他資本剰余金 62 28

   資本剰余金合計 3,031 2,998

  利益剰余金 

   利益準備金 760 760

   その他利益剰余金 

    品質保証積立金 100 100

    固定資産圧縮積立金 26 26

    別途積立金 25,251 25,251

    繰越利益剰余金 1,728 2,917

   利益剰余金合計 27,865 29,055

  自己株式 △1,302 △276

  株主資本合計 33,076 35,257

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 1,520 1,418

  繰延ヘッジ損益 △20 △15

  評価・換算差額等合計 1,500 1,404

 純資産合計 34,576 36,661

負債純資産合計 56,030 56,660
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（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 5,023 7,960

  受取手形 236 302

  売掛金 12,048 10,717

  商品及び製品 1,427 1,605

  仕掛品 1,332 1,596

  原材料及び貯蔵品 325 402

  前渡金 53 62

  前払費用 27 30

  繰延税金資産 334 314

  未収入金 441 457

  その他 38 19

  流動資産合計 21,284 23,463

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 7,626 7,626

    減価償却累計額 △5,060 △5,258

    建物（純額） 2,566 2,368

   構築物 573 593

    減価償却累計額 △496 △510

    構築物（純額） 77 83

   機械及び装置 29,056 25,881

    減価償却累計額 △21,487 △19,933

    減損損失累計額 － △287

    機械及び装置（純額） 7,569 5,662

   車両運搬具 165 151

    減価償却累計額 △152 △134

    車両運搬具（純額） 14 17

   工具、器具及び備品 4,897 4,962

    減価償却累計額 △4,387 △4,553

    工具、器具及び備品（純額） 510 409

   土地 2,152 2,100

   リース資産 79 105

    減価償却累計額 △30 △54

    リース資産（純額） 49 51

   建設仮勘定 321 289

   有形固定資産合計 13,257 10,978

  無形固定資産 

   リース資産 100 113
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（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） 

   その他 1 1

   無形固定資産合計 101 114

  投資その他の資産 

   投資有価証券 4,103 4,866

   関係会社株式 12,688 13,356

   出資金 52 94

   従業員に対する長期貸付金 2 1

   関係会社長期貸付金 2,284 1,331

   繰延税金資産 2,080 2,294

   差入保証金 19 19

   退職給与引当特定資産 333 296

   投資その他の資産合計 21,560 22,257

  固定資産合計 34,918 33,349

 資産合計 56,202 56,812

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 883 1,023

  買掛金 7,833 7,648

  短期借入金 2,900 1,200

  リース債務 49 62

  未払金 652 653

  未払法人税等 664 515

  未払消費税等 247 170

  未払費用 365 321

  預り金 65 55

  賞与引当金 645 611

  役員賞与引当金 15 18

  製品保証引当金 187 315

  設備関係支払手形 49 92

  その他 33 25

  流動負債合計 14,587 12,708

 固定負債 

  リース債務 100 102

  退職給付引当金 6,999 7,416

  役員退職慰労引当金 193 193

  固定負債合計 7,293 7,711

 負債合計 21,880 20,420
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（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） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,481 3,481

  資本剰余金 

   資本準備金 2,969 2,969

   その他資本剰余金 62 28

   資本剰余金合計 3,031 2,998

  利益剰余金 

   利益準備金 760 760

   その他利益剰余金 

    品質保証積立金 100 100

    固定資産圧縮積立金 26 26

    別途積立金 25,251 25,251

    繰越利益剰余金 1,474 2,649

   利益剰余金合計 27,611 28,787

  自己株式 △1,302 △276

  株主資本合計 32,822 34,989

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 1,520 1,418

  繰延ヘッジ損益 △20 △15

  評価・換算差額等合計 1,500 1,404

 純資産合計 34,322 36,392

負債純資産合計 56,202 56,812
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（訂正前）  

  

(2)損益計算書

（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 53,379 59,729

売上原価 

 製品期首たな卸高 1,177 1,427

 当期製品製造原価 46,197 50,981

 合計 47,374 52,408

 製品期末たな卸高 1,427 1,605

 製品売上原価 45,947 50,803

売上総利益 7,432 8,926

販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費合計 4,931 5,547

営業利益 2,501 3,378

営業外収益 

 受取利息 48 41

 受取配当金 417 506

 受取地代家賃 5 3

 雑収入 29 16

 営業外収益合計 499 566

営業外費用 

 支払利息 34 12

 為替差損 36 222

 雑損失 0 0

 営業外費用合計 70 234

経常利益 2,930 3,710

特別損失 

 固定資産除却損 254 227

 投資有価証券評価損 256 74

 ゴルフ会員権評価損 3 －

 減損損失 － 287

 子会社清算損 － 171

 特別損失合計 512 759

税引前当期純利益 2,417 2,951

法人税、住民税及び事業税 1,071 1,225

法人税等調整額 △220 △128

法人税等合計 851 1,097

当期純利益 1,566 1,854
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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 53,379 59,729

売上原価 

 製品期首たな卸高 1,177 1,427

 当期製品製造原価 46,231 51,015

 合計 47,408 52,442

 製品期末たな卸高 1,427 1,605

 製品売上原価 45,981 50,837

売上総利益 7,398 8,891

販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費合計 4,900 5,515

営業利益 2,498 3,376

営業外収益 

 受取利息 48 41

 受取配当金 417 506

 受取地代家賃 5 3

 雑収入 29 7

 営業外収益合計 499 557

営業外費用 

 支払利息 34 12

 為替差損 36 222

 雑損失 0 13

 営業外費用合計 70 247

経常利益 2,927 3,686

特別損失 

 固定資産除却損 254 227

 投資有価証券評価損 256 74

 ゴルフ会員権評価損 3 －

 減損損失 － 287

 子会社清算損 － 171

 特別損失合計 512 759

税引前当期純利益 2,414 2,927

法人税、住民税及び事業税 1,071 1,217

法人税等調整額 △221 △129

法人税等合計 850 1,088

当期純利益 1,564 1,839
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（訂正前）  

  

(3)株主資本等変動計算書

（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） 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 3,481 3,481

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 3,481 3,481

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 2,969 2,969

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 2,969 2,969

  その他資本剰余金 

   前期末残高 62 62

   当期変動額 

    自己株式の処分 － △34

    当期変動額合計 － △34

   当期末残高 62 28

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 760 760

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 760 760

  その他利益剰余金 

   品質保証積立金 

    前期末残高 100 100

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 100 100

   固定資産圧縮積立金 

    前期末残高 26 26

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 26 26

   別途積立金 

    前期末残高 25,251 25,251

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 25,251 25,251
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（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） 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 584 1,728

    当期変動額 

     剰余金の配当 △421 △664

     当期純利益 1,566 1,854

     当期変動額合計 1,144 1,189

    当期末残高 1,728 2,917

 自己株式 

  前期末残高 △1,268 △1,302

  当期変動額 

   自己株式の取得 △34 △0

   自己株式の処分 － 1,026

   当期変動額合計 △34 1,026

  当期末残高 △1,302 △276

 株主資本合計 

  前期末残高 31,966 33,076

  当期変動額 

   剰余金の配当 △421 △664

   当期純利益 1,566 1,854

   自己株式の取得 △34 △0

   自己株式の処分 － 992

   当期変動額合計 1,110 2,181

  当期末残高 33,076 35,257

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 936 1,520

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 584 △102

   当期変動額合計 584 △102

  当期末残高 1,520 1,418

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △2 △20

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18 5

   当期変動額合計 △18 5

  当期末残高 △20 △15

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 934 1,500

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 566 △97

   当期変動額合計 566 △97
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（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） 

  当期末残高 1,500 1,404

純資産合計 

 前期末残高 32,900 34,576

 当期変動額 

  剰余金の配当 △421 △664

  当期純利益 1,566 1,854

  自己株式の取得 △34 △0

  自己株式の処分 － 992

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 566 △97

  当期変動額合計 1,677 2,084

 当期末残高 34,576 36,661
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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） 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 3,481 3,481

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 3,481 3,481

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 2,969 2,969

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 2,969 2,969

  その他資本剰余金 

   前期末残高 62 62

   当期変動額 

    自己株式の処分 － △34

    当期変動額合計 － △34

   当期末残高 62 28

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 760 760

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 760 760

  その他利益剰余金 

   品質保証積立金 

    前期末残高 100 100

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 100 100

   固定資産圧縮積立金 

    前期末残高 26 26

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 26 26

   別途積立金 

    前期末残高 25,251 25,251

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 25,251 25,251
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（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） 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 331 1,474

    当期変動額 

     剰余金の配当 △421 △664

     当期純利益 1,564 1,839

     当期変動額合計 1,142 1,175

    当期末残高 1,474 2,649

 自己株式 

  前期末残高 △1,268 △1,302

  当期変動額 

   自己株式の取得 △34 △0

   自己株式の処分 － 1,026

   当期変動額合計 △34 1,026

  当期末残高 △1,302 △276

 株主資本合計 

  前期末残高 31,713 32,822

  当期変動額 

   剰余金の配当 △421 △664

   当期純利益 1,564 1,839

   自己株式の取得 △34 △0

   自己株式の処分 － 992

   当期変動額合計 1,109 2,167

  当期末残高 32,822 34,989

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 936 1,520

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 584 △102

   当期変動額合計 584 △102

  当期末残高 1,520 1,418

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △2 △20

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18 5

   当期変動額合計 △18 5

  当期末残高 △20 △15

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 934 1,500

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 566 △97

   当期変動額合計 566 △97
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（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） 

  当期末残高 1,500 1,404

純資産合計 

 前期末残高 32,647 34,322

 当期変動額 

  剰余金の配当 △421 △664

  当期純利益 1,564 1,839

  自己株式の取得 △34 △0

  自己株式の処分 － 992

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 566 △97

  当期変動額合計 1,675 2,070

 当期末残高 34,322 36,392
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