
各　　位

会社名

代表者名

問合せ先

　　平成24年５月14日付で発表いたしました「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」

  の記載内容について、一部誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。訂正箇所は、

　下線にて表示しております。なお、数値データについては、訂正はありません。

１．経営成績
（２）財政状態に関する分析

　①資産、負債及び純資産の状況（3ページ）

（訂正前）

＜　省　略　＞

　流動負債は、前事業年度末と比べ１億70百万円（同4.7％）増加し38億23百万円となりました。これは主に１年

内返済予定の長期借入金が１億32百万円、未払法人税等が１億41百万円減少しましたが、支払手形が１億98百万

円、買掛金が47百万円、１年内償還予定の社債が80百万円、未払金が１億８百万円増加したことによるものであり

ます。固定負債は、前事業年度末と比べ38百万円（同1.9％）減少し19億70百万円となりました。これは主に社債

が２億80百万円、リース債務が86百万円、退職給付引当金が49百万円増加しましたが、長期借入金が４億42百万円

減少したことによるものであります。

＜　後　略　＞

（訂正後）

＜　省　略　＞

　流動負債は、前事業年度末と比べ１億70百万円（同4.7％）増加し38億23百万円となりました。これは主に１年

内返済予定の長期借入金が１億32百万円、未払法人税等が１億41百万円減少しましたが、支払手形が１億98百万

円、買掛金が47百万円、１年内償還予定の社債が80百万円、未払金が１億26百万円増加したことによるものであり

ます。固定負債は、前事業年度末と比べ38百万円（同1.9％）減少し19億70百万円となりました。これは主に社債

が２億80百万円、リース債務が86百万円、退職給付引当金が49百万円増加しましたが、長期借入金が４億42百万円

減少したことによるものであります。

＜　後　略　＞

管  理  部  長　　　　小倉　達朗

(ＴＥＬ　 0466－45－2125)

(訂正）平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について

記

平成24年6月12日

日本ギア工業株式会社
代表取締役社長        勝村　　哲

(コード番号：6356　東証２部・大証２部)
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４．財務諸表
（８）財務諸表に関する注記事項

（損益計算書関係）（19ページ）

（訂正前）

※５　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

藤沢工場

（神奈川県藤沢市）

　当社は、歯車及び歯車装置事業を藤沢工場グループとし、工事事業を工事グループとしてグルーピングを行っ

ております。（記載なし）

　各グループ単位において、減損の兆候はありませんでしたが、一部の固定資産が遊休状態となったことによ

り、将来の回収可能性を勘案した結果、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（250,833千

円）として特別損失に計上しました。その主な内訳は、建物5,152千円及び土地245,306千円であります。

　なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、不動産鑑定評価等を基にした正味売却価額により算出して

おります。

（訂正後）

※５　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

藤沢工場

（神奈川県藤沢市）

　当社は、歯車及び歯車装置事業を藤沢工場グループとし、工事事業を工事グループとしてグルーピングを行っ

ております。なお、遊休資産については当該資産単独で資産のグルーピングを行っております。

　各グループ単位において、減損の兆候はありませんでしたが、一部の固定資産が遊休状態となったことによ

り、将来の回収可能性を勘案した結果、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（250,833千

円）として特別損失に計上しました。その主な内訳は、建物5,152千円及び土地245,306千円であります。

　なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、不動産鑑定評価等を基にした正味売却価額により算出して

おります。

（金融商品関係）（24ページ）

（訂正前）

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

＜　省　略　＞

当事業年度（平成24年３月31日）

貸借対照表計上額

　（千円）

(1）現金及び預金 

(2）受取手形及び売掛金 

(3）投資有価証券 

資産計 

(1）支払手形及び買掛金 

(2）未払金 

(3）未払法人税等 

(4) 社債（１年内償還予定を含

む）

(5) 長期借入金（１年内返済予定

を含む）

(6) リース債務 

負債計

デリバティブ取引

＜　後　略　＞

場所 用途 種類

遊休資産 建物及び土地等

場所 用途 種類

歯車装置製造 建物及び土地等

－ － －

378,752 379,402 650

4,203,670 4,205,377 1,706

360,000 360,450 450

968,000 968,605 605

298,577 298,577 －

265,943 265,943 －

5,910,176 5,910,176 －

1,932,398 1,932,398 －

3,584,879 3,584,879 －

334,401 334,401 －

時価（千円） 差額（千円）

1,990,895 1,990,895 －

－2－



（訂正後）

２．金融商品の時価等に関する事項

（削除）貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

＜　省　略　＞

当事業年度（平成24年３月31日）

貸借対照表計上額

　（千円）

(1）現金及び預金 

(2）受取手形及び売掛金 

(3）投資有価証券 

資産計 

(1）支払手形及び買掛金 

(2）未払金 

(3）未払法人税等 

(4) 社債（１年内償還予定を含

む）

(5) 長期借入金（１年内返済予定

を含む）

(6) リース債務 

負債計

デリバティブ取引

＜　後　略　＞

（金融商品関係）（25ページ）

（訂正前）

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成23年３月31日）

２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

 現金及び預金

 受取手形及び売掛金

 投資有価証券

その他有価証券のうち満期が

 あるもの

＜　後　略　＞

（訂正後）

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成23年３月31日）

２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

 現金及び預金

 受取手形及び売掛金

 投資有価証券

その他有価証券のうち満期が

 あるもの

＜　後　略　＞

       －

合　計 5,098,320 　　　 － 　　　 － 　　　 － 　　　 － 　　　 －

       －        －        －        －

　　　 －　　　 －

       －

　　　 －

3,206,051 　　　 － 　　　 － 　　　 － 　　　 － 　　　 －

1,892,268 　　　 － 　　　 －

１年以内 ５年超

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

１年超 ２年超 ３年超 ４年超

       －

合　計 3,833,400 　　　 － 　　　 － 　　　 － 　　　 － 　　　 －

       －        －        －        －

　　　 －　　　 －

       －

　　　 －

2,825,554 　　　 － 　　　 － 　　　 － 　　　 － 　　　 －

1,007,846 　　　 － 　　　 －

１年以内 ５年超

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

１年超 ２年超 ３年超 ４年超

4,203,670 4,205,377 1,706

－ － －

968,000 968,605 605

378,752 379,402 650

265,943 265,943 －

360,000 360,450 450

1,932,398 1,932,398 －

298,577 298,577 －

323,389 323,389 －

5,899,164 5,899,164 －

1,990,895 1,990,895 －

3,584,879 3,584,879 －

時価（千円） 差額（千円）

－3－



（デリバディブ取引関係）（27ページ）

（訂正前）

＜　省　略　＞

当事業年度（至平成24年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

（訂正後）

＜　省　略　＞

当事業年度（（削除）平成24年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

（税効果会計関係）（28ページ）

（訂正前）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 繰延税金資産

未払事業所税否認 千円 千円

未払事業税否認 

たな卸資産評価損否認  

賞与引当金否認  

減価償却超過額  

退職給付引当金否認  

役員退職慰労引当金否認  

減損損失否認  

一括償却資産超過額  

環境対策引当金否認  

資産除去債務過年度発生損益否認  

災害損失否認税

その他  

繰延税金資産小計  

＜　後　略　＞

（訂正後）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 繰延税金資産

未払事業所税否認 千円 千円

未払事業税否認 

たな卸資産評価損否認  

賞与引当金否認  

減価償却超過額  

退職給付引当金否認  

役員退職慰労引当金否認  

減損損失否認  

一括償却資産超過額  

環境対策引当金否認  

資産除去債務過年度発生損益否認  

災害損失否認（削除）

その他  

繰延税金資産小計  

＜　後　略　＞

2,370 4,750

708,686 715,645

75,599 61,791

14,377 12,590

5,154 5,106

9,564 8,936

6,350 5,584

－ 89,246

8,402 7,639

228,658 218,091

74,718 57,248

243,773 216,962

7,441 7,076

32,273 20,620

前事業年度

（平成23年３月31日）

当事業年度

（平成24年３月31日)

2,370 4,750

708,686 715,645

75,599 61,791

14,377 12,590

5,154 5,106

9,564 8,936

6,350 5,558

－ 89,246

8,402 7,639

228,658 218,091

74,718 57,248

243,773 216,962

7,441 7,076

32,273 20,620

前事業年度

（平成23年３月31日）

当事業年度

（平成24年３月31日)

－4－



（退職給付関係）（29ページ）

（訂正前）

２．退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務（千円）

(2）年金資産（千円）

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円）

(4）未認識数理計算上の差異（百万円）

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）

(6）貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)

　　（千円）

(7）前払年金費用（千円）

(8）退職給付引当金(6)－(7)（千円）

＜　省　略　＞

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

＜　省　略　＞

(3）期待運用収益率

％ ％

＜　省　略　＞

（記載なし）

（訂正後）

２．退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務（千円）

(2）年金資産（千円）

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円）

(4）会計基準変更時差異の未処理額（千円）

(5）未認識数理計算上の差異（千円）

(6）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）

(7）貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)

　　（千円）

(8）前払年金費用（千円）

(9）退職給付引当金(6)－(7)（千円）

＜　省　略　＞

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

＜　省　略　＞

(3）期待運用収益率

％ ％

＜　省　略　＞

(5）会計基準変更時差異の処理年数

 15年による均等額を費用処理しております。

1.76 1.76

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日

　　至 平成23年３月31日） 　　至 平成24年３月31日）

△ 562,782 △ 612,110

前事業年度 当事業年度

△ 562,782 △ 612,110

－ －

585,450 476,664

△ 9,593 －

△ 1,673,065 △ 1,516,316

534,425 427,540

△ 3,937,866 △ 3,830,597

2,264,801 2,314,281

前事業年度 当事業年度

（平成23年３月31日） （平成24年３月31日）

　　至 平成23年３月31日） 　　至 平成24年３月31日）

1.76 2.54

前事業年度 当事業年度

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日

－ －

△ 562,782 △ 612,110

585,450 476,664

△ 562,782 △ 612,110

△ 1,673,065 △ 1,516,316

534,425 427,540

△ 3,937,866 △ 3,830,597

2,264,801 2,314,281

前事業年度 当事業年度

（平成23年３月31日） （平成24年３月31日）

－5－



（資産除去債務関係）（30ページ）

（訂正前）

ハ  当該資産除去債務の総額の増減

　前事業年度 　当事業年度

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日

　至 平成23年３月31日） 　至 平成24年３月31日）

期首残高（注） 千円 千円

有形固定資産の取得に伴う増加額

時の経過による調整額

資産除去債務の履行による減少額

その他増減額（△は減少）

期末残高

＜　後　略　＞

（訂正後）

ハ  当該資産除去債務の総額の増減

　前事業年度 　当事業年度

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日

　至 平成23年３月31日） 　至 平成24年３月31日）

期首残高（注） 千円 千円

有形固定資産の取得に伴う増加額

時の経過による調整額

資産除去債務の履行による減少額

その他増減額（△は減少）

期末残高

＜　後　略　＞

（セグメント情報等）（33ページ）

ｂ．関連情報

（訂正前）

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

歯車及び歯車装置

　外部顧客への売上高 

（訂正後）

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

歯車及び歯車装置

　外部顧客への売上高 

（１株当たり情報）（34ページ）

（訂正前）

１株当たり純資産 円 円

１株当たり当期純利益金額 円 円

（注）１．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。

      ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

＜　後　略　＞

374.06 393.60

18.52 26.81

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日

　至 平成23年３月31日） 　至 平成24年３月31日）

7,557,920 3,592,902 11,150,823

前事業年度 当事業年度

7,557,920 3,592,903 11,150,823

工事 合計

219,624 207,879

工事 合計

－ △12,400

－ －

14,028 －

650 655

219,624 207,879

204,945 219,624

－ 　12,400

－ －

14,028 －

650 655

204,945 219,624

－6－



（訂正後）

１株当たり純資産 円 円

１株当たり当期純利益金額 円 円

（注）１．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。

      ２．１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。

＜　後　略　＞

５．その他
（２）生産、受注財及び販売の状況

③販売実績（35ページ）

（訂正前）

当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 歯車及び歯車装置事業

 工事事業

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（訂正後）

当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 歯車及び歯車装置事業

 工事事業

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

以　上

合計 11,150,823 100.0 6.1

7,557,920 67.8 8.7

3,592,902 32.2 1.1

セグメントの名称

当事業年度

（自　平成23年４月１日

    至　平成24年３月31日）

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

合計 11,150,823 100.0 6.1

7,557,920 67.8 8.7

3,592,903 32.2 1.1

18.52 26.81

セグメントの名称

当事業年度

（自　平成23年４月１日

    至　平成24年３月31日）

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

　至 平成23年３月31日） 　至 平成24年３月31日）

374.06 393.60

前事業年度 当事業年度

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日

－7－


