
 

 

各位 
平成 24 年 11 月 12 日 

会社名    三 櫻 工 業 株 式 会 社 

代表者名 取 締 役 社 長 篠原  利幸 

（コード番号 6584 東証第一部） 

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）「平成 21 年 3 月期 決算短信」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 21 年 5 月 13 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 決算短信」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 21 年 3 月期の連結業績 

            （参考） 個別業績の概要 

１． 平成 21 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 21 年 3 月期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 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     ％

21 年 3 月期 76,199 △18.2 1,544 △69.6 946 △78.8 269 △89.1

20 年 3 月期 93,146 7.3 5,081 51.0 4,468 30.9 2,481 56.7
 

 
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 ％ ％ ％

21 年 3 月期 7.63 ― 0.9 1.5 2.0

20 年 3 月期 69.69 69.66 7.6 6.4 5.5
(参考) 持分法投資損益       21 年 3 月期     － 百万円  20 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

21 年 3 月期 59,321 30,881 49.5 834.56

20 年 3 月期 71,417 34,682 45.8 923.02
(参考) 自己資本             21 年 3 月期  29,345 百万円  20 年 3 月期        32,733 百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満四捨五入） 
１．平成 21 年 3 月期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 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     ％

21 年 3 月期 76,199 △18.2 1,382 △72.5 784 △82.2 173 △92.9

20 年 3 月期 93,146 7.3 5,021 51.6 4,408 31.2 2,445 57.6
 

 
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 ％ ％ ％

21 年 3 月期 4.90 ― 0.6 1.2 1.8

20 年 3 月期 68.69 68.66 7.6 6.3 5.4
(参考) 持分法投資損益       21 年 3 月期     － 百万円  20 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

21 年 3 月期 59,808 30,163 47.9 814.14

20 年 3 月期 71,839 34,061 44.7 905.50
(参考) 自己資本             21 年 3 月期  28,627 百万円  20 年 3 月期        32,112 百万円 
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(参考)個別業績の概要 
 
（訂正前） 
 
１.平成 21 年 3 月期の個別業績(平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 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   ％

21 年 3 月期 56,822 △11.4 65 △97.7 411 △85.7 220 △87.6

20 年 3 月期 64,149 12.0 2,857 △5.8 2,874 △14.5 1,774 △21.8
 
 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

21 年 3 月期 6.23 ― 

20 年 3 月期 49.85 49.83
 

(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

21 年 3 月期 50,232 32,647 65.0 928.49

20 年 3 月期 55,604 33,843 60.9 954.31

(参考) 自己資本       21 年 3 月期  32,647 百万円  20 年 3 月期  33,843 百万円    
（訂正後） 
 
 
１.平成 21 年 3 月期の個別業績(平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 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   ％

21 年 3 月期 56,822 △11.4 △96 ― 249 △91.2 123 △92.9

20 年 3 月期 64,149 12.0 2,797 △6.1 2,814 △15.0 1,739 △22.3
 
 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

21 年 3 月期 3.50 ― 

20 年 3 月期 48.85 48.83
 

(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

21 年 3 月期 50,719 31,929 63.0 908.07

20 年 3 月期 56,026 33,221 59.3 936.78

(参考) 自己資本       21 年 3 月期  31,929 百万円  20 年 3 月期  33,221 百万円 
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（訂正前）  

(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度における経済情勢は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が実体経済全般へ影響を

及ぼした結果、世界的な同時不況の様相を呈し、景気の悪化が深刻な状態になりました。日本経済をみても、株式市場の低

迷、急激な円高などにより企業収益が悪化し、また、個人消費も先行きへの不安感から弱含みで推移いたしました。  

自動車業界は、世界的な景気悪化の影響を受け、新車販売の急速な低迷により、自動車メーカー各社で工場の操業を停

止する等の生産調整が実施されました。自動車メーカー各社の生産調整は、単月ベースで前年同月比50％を下回る月が出

るなど、かつてないほどの速さで急激に進み、自動車の生産台数は、対前年比15％減少となるなど事業環境は一段と厳しい

ものとなりました。 

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、

急激に進んだ生産調整の影響を受け生産が大幅に減少しました。  

当社は、急激な経営環境の変化に対応できる体質への変革を目指し、緊急経営対策として、グループ全体で製造系及び

技術・管理系の全ての業務の効率化に取り組み、製品の品質向上、生産工程の改善、生産性の向上等を図ってまいりまし

た。同時に、生産過程での省エネルギー化に取り組むなど、環境面での対策についても強化しました。  

  

その結果、当連結会計年度の売上高は、前期と比べて18.2％減少し、761億99百万円となりました。経常利益は、前期と比

べて78.8％減の9億46百万円、当期純利益は、前期と比べて89.1％減の2億69百万円と減収減益となりました。 

  

製品別でみても、世界的な自動車生産台数の大幅な減少により、主力製品である各種チューブおよび各種自動車向け製

品全般について売上げが前期に比べて減少いたしました。 

  

(2）所在地別セグメントの状況  

 （日本）  

    下期以降の国内の自動車メーカー各社の在庫調整による大幅な減産の影響により、売上高は、前期と比べて16.1％減少

し440億33百万円、営業利益については前期と比べて94.4％減の１億69百万円となりました。 

  

（北米・中南米）  

    売上高は、前期と比べて21.9％減少の189億72百万円となりました。一方、営業利益につきましては、サンオーアメリカ Inc.

の収益改善効果等により、前期と比べて0.3％増加し、5億86百万円となりました。 

  

（欧州）  

    取引先自動車メーカーの大幅な減産と円高による為替の影響を大きく受け、売上高は、前期と比べて36.2％減少の32億

28百万円、営業利益は33百万円の損失（前期は3億14百万円の営業利益）となりました。 

  

（中国・アジア）  

 中国の自動車市場の拡大による増加要因がありましたものの、東南アジアにおける売上げの落ち込みをカバーするまでに

は至らず、売上高は、前期と比べて11.8減少し、99億66百万円、営業利益は、前期と比べて29.6％減少し、8億21百万円とな

りました。  

   

１．経営成績
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(3）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593億21百万円となり、前連結会計年度末に比べて120億96百万円減少しました。主な

要因は受取手形及び売掛金の減少73億48百万円、設備投資抑制による有形固定資産の減少27億91百万円、投資有価

証券の減少10億53百万円等であります。 

負債合計は284億40百万円となり、前連結会計年度末に比べて82億95百万円減少しました。主な要因は支払手形及び

買掛金の減少71億90百万円、未払金の減少15億71百万円等であります。 

純資産は308億81百万円となり、前連結会計年度末に比べて38億１百万円減少しました。主な要因は利益剰余金が2億

96百万円減少、その他有価証券評価差額金が6億18百万円減少、為替換算調整勘定が22億42百万円減少したこと等に

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8億86百万円（前期比35億11百万円減）、

減価償却費が44億70百万円（前期比2億96百万円増）、売上債権の減少による資金増が60億49百万円（前期比65億30

百万円増）、仕入債務の減少による資金減が57億19百万円（前期比73億95百万円減）、法人税等の支払が15億61百万

円（前期比4億42百万円減）などにより、前年同期と比較して、41億89百万円減少して、36億18百万円となりました。 

（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44億85百万円（前期比31億14百万円

減）などにより、前年同期と比較して、31億98百万円減少して、46億10百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により得られたキャッシュ・フローは、借入金が24億85百万円増加（前期比7百万円増）、配当金の支払によ

り5億65百万円減少（前期比7百万円増）、自己株式の取得により1億75百万円減少（前期比7億円減）したことなどによ

り、前年同期と比較して、6億87百万円増加して、17億23百万円となりました。 

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２億２百万円増加し、54億56百万円となりま

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19.4. 1 

至 平成20.3.31） 

当連結会計年度  

（自 平成20.4. 1 

至 平成21.3.31） 

自 己 資 本 比 率  45.8% 49.5% 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率  28.0% 24.1% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  1.1 2.8  

イ ン タ レ ス ト ・ カ バ レ ッ ジ ・ レ シ オ  14.8  9.2  

（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。  

5



（訂正後）  

(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度における経済情勢は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が実体経済全般へ影響を

及ぼした結果、世界的な同時不況の様相を呈し、景気の悪化が深刻な状態になりました。日本経済をみても、株式市場の低

迷、急激な円高などにより企業収益が悪化し、また、個人消費も先行きへの不安感から弱含みで推移いたしました。  

自動車業界は、世界的な景気悪化の影響を受け、新車販売の急速な低迷により、自動車メーカー各社で工場の操業を停

止する等の生産調整が実施されました。自動車メーカー各社の生産調整は、単月ベースで前年同月比50％を下回る月が出

るなど、かつてないほどの速さで急激に進み、自動車の生産台数は、対前年比15％減少となるなど事業環境は一段と厳しい

ものとなりました。 

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、

急激に進んだ生産調整の影響を受け生産が大幅に減少しました。  

当社は、急激な経営環境の変化に対応できる体質への変革を目指し、緊急経営対策として、グループ全体で製造系及び

技術・管理系の全ての業務の効率化に取り組み、製品の品質向上、生産工程の改善、生産性の向上等を図ってまいりまし

た。同時に、生産過程での省エネルギー化に取り組むなど、環境面での対策についても強化しました。  

  

その結果、当連結会計年度の売上高は、前期と比べて18.2％減少し、761億99百万円となりました。経常利益は、前期と比

べて82.2％減の７億84百万円、当期純利益は、前期と比べて92.9％減の１億73百万円と減収減益となりました。 

  

製品別でみても、世界的な自動車生産台数の大幅な減少により、主力製品である各種チューブおよび各種自動車向け製

品全般について売上げが前期に比べて減少いたしました。 

  

(2）所在地別セグメントの状況  

 （日本）  

    下期以降の国内の自動車メーカー各社の在庫調整による大幅な減産の影響により、売上高は、前期と比べて16.1％減少

し440億33百万円、営業利益については前期と比べて99.8％減の７百万円となりました。 

  

（北米・中南米）  

    売上高は、前期と比べて21.9％減少の189億72百万円となりました。一方、営業利益につきましては、サンオーアメリカ Inc.

の収益改善効果等により、前期と比べて0.3％増加し、5億86百万円となりました。 

  

（欧州）  

    取引先自動車メーカーの大幅な減産と円高による為替の影響を大きく受け、売上高は、前期と比べて36.2％減少の32億

28百万円、営業利益は33百万円の損失（前期は3億14百万円の営業利益）となりました。 

  

（中国・アジア）  

 中国の自動車市場の拡大による増加要因がありましたものの、東南アジアにおける売上げの落ち込みをカバーするまでに

は至らず、売上高は、前期と比べて11.8減少し、99億66百万円、営業利益は、前期と比べて29.6％減少し、8億21百万円とな

りました。  
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(3）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598億８百万円となり、前連結会計年度末に比べて120億31百万円減少しました。主な要

因は受取手形及び売掛金の減少73億48百万円、設備投資抑制による有形固定資産の減少27億91百万円、投資有価証

券の減少10億53百万円等であります。 

負債合計は296億45百万円となり、前連結会計年度末に比べて81億34百万円減少しました。主な要因は支払手形及び

買掛金の減少71億90百万円、未払金の減少15億71百万円等であります。 

純資産は301億63百万円となり、前連結会計年度末に比べて38億98百万円減少しました。主な要因は利益剰余金が３

億92百万円減少、その他有価証券評価差額金が6億18百万円減少、為替換算調整勘定が22億42百万円減少したこと等

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７億24百万円（前期比36億13百万円減）、

減価償却費が44億70百万円（前期比2億96百万円増）、売上債権の減少による資金増が60億49百万円（前期比65億30

百万円増）、仕入債務の減少による資金減が57億19百万円（前期比73億95百万円減）、法人税等の支払が15億61百万

円（前期比4億42百万円減）などにより、前年同期と比較して、41億89百万円減少して、36億18百万円となりました。 

（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44億85百万円（前期比31億14百万円

減）などにより、前年同期と比較して、31億98百万円減少して、46億10百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により得られたキャッシュ・フローは、借入金が24億85百万円増加（前期比7百万円増）、配当金の支払によ

り5億65百万円減少（前期比7百万円増）、自己株式の取得により1億75百万円減少（前期比7億円減）したことなどによ

り、前年同期と比較して、6億87百万円増加して、17億23百万円となりました。 

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２億２百万円増加し、54億56百万円となりま

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19.4. 1 

至 平成20.3.31） 

当連結会計年度  

（自 平成20.4. 1 

至 平成21.3.31） 

自 己 資 本 比 率  44.7% 47.9% 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率  27.8% 24.0% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  1.1 2.8  

イ ン タ レ ス ト ・ カ バ レ ッ ジ ・ レ シ オ  14.8  9.2  

（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20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,385 5,587

  受取手形及び売掛金 17,402 10,054

  たな卸資産 9,133 －

  商品及び製品 － 2,322

  仕掛品 － 1,712

  原材料及び貯蔵品 － 4,194

  繰延税金資産 370 300

  その他 2,037 1,575

  流動資産合計 34,326 25,744

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物  13,302 12,854

   機械装置及び運搬具  44,722  43,845

   工具、器具及び備品 6,161 6,158

   土地  3,504  3,368

   リース資産 － 79

   建設仮勘定 1,648 801

   減価償却累計額 △40,172 △40,732

   有形固定資産合計 29,164 26,372

  無形固定資産 

   のれん 411 226

   その他 367 302

   無形固定資産合計 778 527

  投資その他の資産 

   投資有価証券  4,554  3,500

   長期貸付金 4 2

   繰延税金資産 2,121 2,712

   その他 469 462

   投資その他の資産合計 7,148 6,676

  固定資産合計 37,090 33,576

 繰延資産 1 1

 資産合計 71,417 59,321
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（単位：百万円）

   
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 15,397 8,207

  短期借入金  5,890  7,390

  未払金 2,691 1,120

  未払法人税等 787 212

  未払消費税等 150 46

  賞与引当金 641 664

  役員賞与引当金 59 59

  その他 1,269 831

  流動負債合計 26,884 18,529

 固定負債 

  長期借入金  3,002  2,844

  リース債務 － 129

  退職給付引当金 6,602 6,707

  役員退職慰労引当金 247 232

  固定負債合計 9,851 9,912

 負債合計 36,735 28,440

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,481 3,481

  資本剰余金 3,031 3,031

  利益剰余金 26,252 25,957

  自己株式 △1,093 △1,268

  株主資本合計 31,672 31,201

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 1,554 936

  繰延ヘッジ損益 55 △2

  為替換算調整勘定 △548 △2,791

  評価・換算差額等合計 1,061 △1,856

 少数株主持分 1,949 1,536

 純資産合計 34,682 30,881

負債純資産合計 71,417 59,321
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

    
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,385 5,587

  受取手形及び売掛金 17,402 10,054

  たな卸資産 9,133 －

  商品及び製品 － 2,322

  仕掛品 － 1,712

  原材料及び貯蔵品 － 4,194

  繰延税金資産 370 300

  その他 2,037 1,575

  流動資産合計 34,326 25,744

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物   13,302   12,854

   機械装置及び運搬具   44,722   43,845

   工具、器具及び備品 6,161 6,158

   土地   3,504   3,368

   リース資産 － 79

   建設仮勘定 1,648 801

   減価償却累計額 △40,172 △40,732

   有形固定資産合計 29,164 26,372

  無形固定資産 

   のれん 411 226

   リース資産 － 104

   その他 367 198

   無形固定資産合計 778 527

  投資その他の資産 

   投資有価証券   4,554   3,500

   長期貸付金 4 2

   繰延税金資産 2,543 3,199

   その他 469 462

   投資その他の資産合計 7,570 7,164

  固定資産合計 37,512 34,063

 繰延資産 1 1

 資産合計 71,839 59,808
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（単位：百万円）

   
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 15,397 8,207

  短期借入金    5,890    7,390

  未払金 2,691 1,120

  リース債務 － 44

  未払法人税等 787 212

  未払消費税等 150 46

  賞与引当金 641 664

  役員賞与引当金 59 59

  その他 1,269 787

  流動負債合計 26,884 18,529

 固定負債 

  長期借入金   3,002   2,844

  リース債務 － 129

  退職給付引当金 7,645 7,912

  役員退職慰労引当金 247 232

  固定負債合計 10,894 11,117

 負債合計 37,779 29,645

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,481 3,481

  資本剰余金 3,031 3,031

  利益剰余金 25,631 25,239

  自己株式 △1,093 △1,268

  株主資本合計 31,051 30,483

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 1,554 936

  繰延ヘッジ損益 55 △2

  為替換算調整勘定 △548 △2,791

  評価・換算差額等合計 1,061 △1,856

 少数株主持分 1,949 1,536

 純資産合計 34,061 30,163

負債純資産合計 71,839 59,808
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（訂正前）  

  

(2)連結損益計算書

（単位：百万円）

   
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高 93,146 76,199

売上原価  80,424  67,517

売上総利益 12,722 8,683

販売費及び一般管理費 7,642 7,139

営業利益 5,081 1,544

営業外収益 

 受取利息 34 23

 受取配当金 108 92

 その他 159 160

 営業外収益合計 300 275

営業外費用 

 支払利息 527 395

 為替差損 303 398

 その他 84 80

 営業外費用合計 913 873

経常利益 4,468 946

特別利益 

 固定資産売却益  16  21

 投資有価証券売却益 － 232

 特別利益合計 16 253

特別損失 

 固定資産除却損  57  20

 前期損益修正損 － 29

 投資有価証券売却損 － 8

 投資有価証券評価損 － 255

 その他 30 2

 特別損失合計 87 314

税金等調整前当期純利益 4,397 886

法人税、住民税及び事業税 1,531 529

法人税等調整額 △2 △21

法人税等合計 1,529 508

少数株主利益 388 109

当期純利益 2,481 269
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

   
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高 93,146 76,199

売上原価   80,476   67,655

売上総利益 12,671 8,544

販売費及び一般管理費    7,650    7,162

営業利益 5,021 1,382

営業外収益 

 受取利息 34 23

 受取配当金 108 92

 その他 159 160

 営業外収益合計 300 275

営業外費用 

 支払利息 527 395

 為替差損 303 398

 その他 84 80

 営業外費用合計 913 873

経常利益 4,408 784

特別利益 

 固定資産売却益   16   21

 投資有価証券売却益 － 232

 特別利益合計 16 253

特別損失 

 固定資産除却損   57   20

 前期損益修正損 － 29

 投資有価証券売却損 － 8

 投資有価証券評価損 － 255

 その他 30 2

 特別損失合計 87 314

税金等調整前当期純利益 4,337 724

法人税、住民税及び事業税 1,531 529

法人税等調整額 △27 △87

法人税等合計 1,505 442

少数株主利益 388 109

当期純利益 2,445 173
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 △0 －

   当期変動額合計 △0 －

  当期末残高 3,031 3,031

 利益剰余金 

  前期末残高 24,332 26,252

  当期変動額 

   剰余金の配当 △558 △565

   連結範囲の変動 △2 －

   当期純利益 2,481 269

   当期変動額合計 1,920 △296

  当期末残高 26,252 25,957

 自己株式 

  前期末残高 △218 △1,093

  当期変動額 

   自己株式の取得 △966 △175

   自己株式の処分 91 －

   当期変動額合計 △875 △175

  当期末残高 △1,093 △1,268

 株主資本合計 

  前期末残高 30,627 31,672

  当期変動額 

   剰余金の配当 △558 △565

   連結範囲の変動 △2 －

   当期純利益 2,481 269

   自己株式処分差損     △0     －

   自己株式の取得 △966 △175

   自己株式の処分 91 －

   当期変動額合計 1,045 △471

  当期末残高 31,672 31,201
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（単位：百万円）

    
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 2,607 1,554

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,053 △618

   当期変動額合計 △1,053 △618

  当期末残高 1,554 936

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 － 55

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 △57

   当期変動額合計 55 △57

  当期末残高 55 △2

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △433 △548

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △115 △2,242

   当期変動額合計 △115 △2,242

  当期末残高 △548 △2,791

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 2,174 1,061

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,113 △2,917

   当期変動額合計 △1,113 △2,917

  当期末残高 1,061 △1,856

少数株主持分 

 前期末残高 1,512 1,949

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 437 △413

  当期変動額合計 437 △413

 当期末残高 1,949 1,536

純資産合計 

 前期末残高 34,313 34,682

 当期変動額 

  剰余金の配当 △558 △565

  連結範囲の変動 △2 －

  当期純利益 2,481 269

  自己株式処分差損     △0     －

  自己株式の取得 △966 △175

  自己株式の処分 91 －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △676 △3,330

  当期変動額合計 369 △3,801

 当期末残高 34,682 30,881
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

        
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 △0 －

   当期変動額合計 △0 －

  当期末残高 3,031 3,031

 利益剰余金 

  前期末残高 23,746 25,631

  当期変動額 

   剰余金の配当 △558 △565

   連結範囲の変動 △2 －

   当期純利益 2,445 173

   当期変動額合計 1,884 △392

  当期末残高 25,631 25,239

 自己株式 

  前期末残高 △218 △1,093

  当期変動額 

   自己株式の取得 △966 △175

   自己株式の処分 91 －

   当期変動額合計 △875 △175

  当期末残高 △1,093 △1,268

 株主資本合計 

  前期末残高 30,041 31,051

  当期変動額 

   剰余金の配当 △558 △565

   連結範囲の変動 △2 －

   当期純利益 2,445 173

   自己株式処分差損     △0     －

   自己株式の取得 △966 △175

   自己株式の処分 91 －

   当期変動額合計 1,009 △568

  当期末残高 31,051 30,483
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（単位：百万円）

    
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 2,607 1,554

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,053 △618

   当期変動額合計 △1,053 △618

  当期末残高 1,554 936

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 － 55

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 △57

   当期変動額合計 55 △57

  当期末残高 55 △2

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △433 △548

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △115 △2,242

   当期変動額合計 △115 △2,242

  当期末残高 △548 △2,791

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 2,174 1,061

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,113 △2,917

   当期変動額合計 △1,113 △2,917

  当期末残高 1,061 △1,856

少数株主持分 

 前期末残高 1,512 1,949

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 437 △413

  当期変動額合計 437 △413

 当期末残高 1,949 1,536

純資産合計 

 前期末残高 33,727 34,061

 当期変動額 

  剰余金の配当 △558 △565

  連結範囲の変動 △2 －

  当期純利益 2,445 173

  自己株式処分差損     △0     －

  自己株式の取得 △966 △175

  自己株式の処分 91 －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △676 △3,330

  当期変動額合計 333 △3,898

 当期末残高 34,061 30,163
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（訂正前）  

  

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

    
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 4,397 886

 減価償却費 4,175 4,470

 のれん償却額 189 186

 有形固定資産売却損益（△は益） △16 △21

 有形固定資産除却損 57 20

 投資有価証券売却損益（△は益） － △225

 投資有価証券評価損益（△は益） － 255

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 105

 受取利息及び受取配当金 △142 △115

 支払利息 527 395

 売上債権の増減額（△は増加） △481 6,049

 たな卸資産の増減額（△は増加） △232 △376

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,676 △5,719

 その他 △13 △450

 小計 10,196 5,459

 利息及び配当金の受取額 141 115

 利息の支払額 △527 △395

 法人税等の支払額 △2,003 △1,561

 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,807 3,618

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 △7,599 △4,485

 有形固定資産の売却による収入 43 21

 投資有価証券の取得による支出 △121 △368

 投資有価証券の売却による支出 3 354

 その他 △134 △133

 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,809 △4,610

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） 2,461 2,322

 長期借入れによる収入 828 1,758

 長期借入金の返済による支出 △811 △1,595

 親会社による配当金の支払額 △558 △565

 自己株式の取得及び売却 △875 △175

 その他 △8 △21

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,036 1,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 △529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,066 202

現金及び現金同等物の期首残高 4,087 5,254

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 101 －

現金及び現金同等物の期末残高 5,254 5,456
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

    
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 4,337 724

 減価償却費 4,175 4,470

 のれん償却額 189 186

 有形固定資産売却損益（△は益） △16 △21

 有形固定資産除却損 57 20

 投資有価証券売却損益（△は益） － △225

 投資有価証券評価損益（△は益） － 255

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 120 267

 受取利息及び受取配当金 △142 △115

 支払利息 527 395

 売上債権の増減額（△は増加） △481 6,049

 たな卸資産の増減額（△は増加） △232 △376

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,676 △5,719

 その他 △13 △450

 小計 10,196 5,459

 利息及び配当金の受取額 141 115

 利息の支払額 △527 △395

 法人税等の支払額 △2,003 △1,561

 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,807 3,618

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 △7,599 △4,485

 有形固定資産の売却による収入 43 21

 投資有価証券の取得による支出 △121 △368

 投資有価証券の売却による支出 3 354

 その他 △134 △133

 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,809 △4,610

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） 2,461 2,322

 長期借入れによる収入 828 1,758

 長期借入金の返済による支出 △811 △1,595

 自己株式の純増減額（△は増加） △875 △175

 配当金の支払額 △558 △565

 その他 △8 △21

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,036 1,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 △529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,066 202

現金及び現金同等物の期首残高 4,087 5,254

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 101 －

現金及び現金同等物の期末残高 5,254 5,456
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（訂正前）  

  

（訂正後）  

   

注記事項

（連結損益計算書関係）

 前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 1,686百万円

従業員給料賞与 2,479百万円

技術研究費 957百万円

退職給付費用 84百万円

運送費 1,468百万円

従業員給料賞与 2,243百万円

技術研究費 1,018百万円

退職給付費用 91百万円

※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 55百万円

建物他 2百万円

計 57百万円

機械装置及び運搬具 18百万円

建物他 2百万円

計 20百万円

※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

             1,639百万円 1,582百万円 

※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 16百万円

計 16百万円

機械装置及び運搬具 21百万円

計 21百万円

 前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 1,686百万円

従業員給料賞与 2,479百万円

技術研究費 957百万円

退職給付費用 93百万円

運送費 1,468百万円

従業員給料賞与 2,243百万円

技術研究費 1,018百万円

退職給付費用 114百万円

※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 55百万円

建物他 2百万円

計 57百万円

機械装置及び運搬具 18百万円

建物他 2百万円

計 20百万円

※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

             1,639百万円 1,582百万円 

※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 16百万円

計 16百万円

機械装置及び運搬具 21百万円

計 21百万円
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（訂正前）  

近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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2,545百万円であり、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）

ｂ．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  52,493  24,292  16,361  93,146  －  93,146

  
(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 22,420  5,006  3,302  30,728  △30,728  －

  計  74,913  29,298  19,664  123,874  △30,728  93,146

  営業費用 71,896  28,714  18,184 118,793  △30,728 88,065 

  
営業利益 

(又は営業損失) 
3,017  584  1,480 5,081  － 5,081 

Ⅱ 資産 45,510  13,061  12,616 71,186  230 71,417 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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2,233百万円であり、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。 

  

  

  
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  44,033  18,972  13,195  76,199  －  76,199

  
(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 24,703  5,128  2,603  32,434  △32,434  －

  計  68,736  24,100  15,797  108,633  △32,434  76,199

  営業費用 68,567  23,513  15,009 107,089  △32,434 74,655 

  
営業利益 

(又は営業損失) 
169  586  789 1,544  － 1,544 

Ⅱ 資産 38,941  9,954  10,578 59,473  △152 59,321 
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（訂正後）  

近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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2,545百万円であり、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。 

  

  

  
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  52,493  24,292  16,361  93,146  －  93,146

  
(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 22,420  5,006  3,302  30,728  △30,728  －

  計  74,913  29,298  19,664  123,874  △30,728  93,146

  営業費用 71,956  28,714  18,184 118,853  △30,728 88,125 

  
営業利益 

(又は営業損失) 
2,957  584  1,480 5,021  － 5,021 

Ⅱ 資産 45,932  13,061  12,616 71,608  230 71,839 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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2,233百万円であり、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。 

  

  

  

  
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  44,033  18,972  13,195  76,199  －  76,199

  
(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 24,703  5,128  2,603  32,434  △32,434  －

  計  68,736  24,100  15,797  108,633  △32,434  76,199

  営業費用 68,729  23,513  15,009 107,251  △32,434 74,817 

  
営業利益 

(又は営業損失) 
7  586  789 1,382  － 1,382 

Ⅱ 資産 39,428  9,954  10,578 59,960  △152 59,808 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額（円 銭） 923  02  834  56 

１株当たり当期純利益金額（円 

銭） 
 69  69 7  63 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額（円 銭） 

69  66  －  

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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） 2,481 269 

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） 2,481 269 

期中平均株式数（千株）  35,594  35,273

      

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）  14  －

（うち新株予約権）  (14)  －

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額（円 銭） 905  50  814  14 

１株当たり当期純利益金額（円 銭）  68  69 4  90 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額（円 銭） 

68  66  －  

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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） 2,445 173 

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） 2,445 173 

期中平均株式数（千株）  35,594  35,273

      

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）  14  －

（うち新株予約権）  (14)  －

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20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,499 2,776

  受取手形 450 160

  売掛金 14,207 8,446

  製品 1,269 1,177

  原材料 158 219

  仕掛品 1,567 960

  貯蔵品 75 72

  前渡金  53  16

  前払費用 36 27

  繰延税金資産 254 226

  未収入金  534  844

  その他 211 107

  流動資産合計 21,312 15,031

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 7,142 7,586

    減価償却累計額 △4,626 △4,833

    建物（純額） 2,515 2,752

   構築物 554 559

    減価償却累計額 △458 △472

    構築物（純額） 95 87

   機械及び装置  27,738  29,602

    減価償却累計額 △18,840 △20,397

    機械及び装置（純額）  8,898  9,205

   車両運搬具 215 208

    減価償却累計額 △178 △190

    車両運搬具（純額） 37 18

   工具、器具及び備品 4,640 5,039

    減価償却累計額 △3,670 △4,181

    工具、器具及び備品（純額） 969 857

   土地 2,075  2,075

   リース資産 － 79

    減価償却累計額 － △10

    リース資産（純額） － 69

   建設仮勘定 810 373

   有形固定資産合計 15,400 15,436

  無形固定資産 

   リース資産 － 104
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（単位：百万円）

        
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

   その他 1 1

   無形固定資産合計 1 105

  投資その他の資産 

   投資有価証券 4,162 3,108

   関係会社株式 11,569 12,339

   出資金 54 54

   従業員に対する長期貸付金 4 2

   関係会社長期貸付金 814 1,447

   長期前払費用 0 －

   繰延税金資産 1,919 2,351

   差入保証金 17 18

   退職給与引当特定資産  351  341

   投資その他の資産合計 18,891 19,660

  固定資産合計 34,292 35,201

 資産合計 55,604 50,232

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 1,193 541

  買掛金 9,189 4,694

  短期借入金 1,600 3,800

  リース債務 － 44

  未払金 922 435

  未払法人税等 591 －

  未払消費税等 128 29

  未払費用 306 199

  預り金 65 77

  賞与引当金 584 614

  役員賞与引当金 59 59

  設備関係支払手形 432 167

  その他 － 3

  流動負債合計 15,069 10,663

 固定負債 

  リース債務 － 129

  退職給付引当金 6,454 6,569

  役員退職慰労引当金 239 223

  固定負債合計 6,693 6,921

 負債合計 21,761 17,585
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（単位：百万円）

     
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21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 62

   資本剰余金合計 3,031 3,031

  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 24,151 25,251

    繰越利益剰余金 1,776 331

   利益剰余金合計 26,814 26,469

  自己株式 △1,093 △1,268

  株主資本合計 32,234 31,713

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 1,554 936

  繰延ヘッジ損益 55 △2

  評価・換算差額等合計 1,609 934

 純資産合計 33,843 32,647

負債純資産合計 55,604 50,232
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

     
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,499 2,776

  受取手形 450 160

  売掛金   14,207   8,446

  製品 1,269 －

  商品及び製品 － 1,177

  仕掛品 1,567 960

  原材料 158 －

  貯蔵品 75 －

  原材料及び貯蔵品 － 291

  前渡金   53   16

  前払費用 36 27

  繰延税金資産 254 226

  未収入金   534   844

  その他 211 107

  流動資産合計 21,312 15,031

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物   7,142   7,586

    減価償却累計額 △4,626 △4,833

    建物（純額）   2,515   2,752

   構築物 554 559

    減価償却累計額 △458 △472

    構築物（純額） 95 87

   機械及び装置   27,738   29,602

    減価償却累計額 △18,840 △20,397

    機械及び装置（純額）   8,898   9,205

   車両運搬具 215 208

    減価償却累計額 △178 △190

    車両運搬具（純額） 37 18

   工具、器具及び備品 4,640 5,039

    減価償却累計額 △3,670 △4,181

    工具、器具及び備品（純額） 969 857

   土地   2,075   2,075

   リース資産 － 79

    減価償却累計額 － △10

    リース資産（純額） － 69

   建設仮勘定 810 373

   有形固定資産合計 15,400 15,436

  無形固定資産 

   リース資産 － 104
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（単位：百万円）

        
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

   その他 1 1

   無形固定資産合計 1 105

  投資その他の資産 

   投資有価証券 4,162 3,108

   関係会社株式 9,645 10,222

   出資金 54 54

   関係会社出資金 1,924 2,118

   従業員に対する長期貸付金 4 2

   関係会社長期貸付金 814 1,447

   長期前払費用 0 －

   繰延税金資産 2,341 2,838

   差入保証金 17 18

   退職給与引当特定資産   351   341

   投資その他の資産合計 19,313 20,147

  固定資産合計 34,714 35,688

 資産合計 56,026 50,719

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 1,193 541

  買掛金 9,189 4,694

  短期借入金 1,600 3,800

  リース債務 － 44

  未払金 922 435

  未払法人税等 591 －

  未払消費税等 128 29

  未払費用 306 199

  預り金 65 77

  賞与引当金 584 614

  役員賞与引当金 59 59

  設備関係支払手形 432 167

  その他 － 3

  流動負債合計 15,069 10,663

 固定負債 

  リース債務 － 129

  退職給付引当金 7,498 7,774

  役員退職慰労引当金 239 223

  固定負債合計 7,736 8,127

 負債合計 22,805 18,790
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（単位：百万円）

     
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21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 62

   資本剰余金合計 3,031 3,031

  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 24,151 25,251

    繰越利益剰余金 1,155 △387

   利益剰余金合計 26,192 25,751

  自己株式 △1,093 △1,268

  株主資本合計 31,612 30,995

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 1,554 936

  繰延ヘッジ損益 55 △2

  評価・換算差額等合計 1,609 934

 純資産合計 33,221 31,929

負債純資産合計 56,026 50,719
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高 64,149 56,822

売上原価 

 製品期首たな卸高 1,341 1,269

 当期製品製造原価 55,983 51,658

 合計 57,324 52,927

 製品期末たな卸高 1,269 1,177

 製品売上原価 56,055 51,750

売上総利益 8,095 5,072

販売費及び一般管理費 

 運搬費 1,726 1,468

 従業員給料 719 699

 従業員賞与 235 209

 賞与引当金繰入額 75 109

 退職給付引当金繰入額 71 79

 減価償却費 37 43

 技術研究費 957 1,018

 その他 1,417 1,381

 販売費及び一般管理費合計  5,237   5,006

営業利益 2,857 65

営業外収益 

 受取利息   17   23

 受取配当金   300   422

 受取地代家賃 8 8

 雑収入 23 37

 営業外収益合計 348 490

営業外費用 

 支払利息 15 29

 為替差損 315 115

 雑損失 0 0

 営業外費用合計 331 144

経常利益 2,874 411

特別利益 

 投資有価証券売却益 － 232

 抱合せ株式消滅差益 － 48

 特別利益合計 － 280

特別損失 

 固定資産除却損  52 14

 投資有価証券売却損 － 8

 投資有価証券評価損 － 255

 特別損失合計 52 277

税引前当期純利益 2,822 414

法人税、住民税及び事業税  1,076  140

法人税等調整額 △28 54

法人税等合計 1,048 194

当期純利益 1,774 220
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高 64,149 56,822

売上原価 

 製品期首たな卸高 1,341 1,269

 当期製品製造原価   56,034  51,797

 合計 57,375 53,066

 製品期末たな卸高 1,269 1,177

 製品売上原価 56,106 51,889

売上総利益 8,043 4,933

販売費及び一般管理費 

 運搬費 1,726 －

 従業員給料 719 －

 従業員賞与 235 －

 賞与引当金繰入額 75 －

 退職給付引当金繰入額 80 －

 減価償却費 37 －

 技術研究費 957 －

 その他 1,417 －

 販売費及び一般管理費合計   5,245    5,030

営業利益又は営業損失（△） 2,797 △96

営業外収益 

 受取利息   17   23

 受取配当金   300   422

 受取地代家賃 8 8

 雑収入 23 37

 営業外収益合計 348 490

営業外費用 

 支払利息 15 29

 為替差損 315 115

 雑損失 0 0

 営業外費用合計 331 144

経常利益 2,814 249

特別利益 

 投資有価証券売却益 － 232

 抱合せ株式消滅差益 － 48

 特別利益合計 － 280

特別損失 

 固定資産除却損   52   14

 投資有価証券売却損 － 8

 投資有価証券評価損 － 255

 特別損失合計 52 277

税引前当期純利益 2,762 252

法人税、住民税及び事業税   1,076   140

法人税等調整額 △52 △11

法人税等合計 1,023 129

当期純利益 1,739 123
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 △0 －

    当期変動額合計 △0 －

   当期末残高 62 62

 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

   特別償却準備金 

    前期末残高 2 －

    当期変動額 

     特別償却準備金の取崩 △2 －

     当期変動額合計 △2 －

    当期末残高 － －

   別途積立金 

    前期末残高 22,151 24,151

    当期変動額 

     別途積立金の積立 2,000 1,100

     当期変動額合計 2,000 1,100

    当期末残高 24,151 25,251
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（単位：百万円）

       
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 2,558 1,776

    当期変動額 

     剰余金の配当 △558 △565

     特別償却準備金の取崩 2 －

     別途積立金の積立 △2,000 △1,100

     当期純利益 1,774 220

     当期変動額合計 △782 △1,445

    当期末残高 1,776 331

 自己株式 

  前期末残高 △218 △1,093

  当期変動額 

   自己株式の取得 △966 △175

   自己株式の処分 91 －

   当期変動額合計 △875 △175

  当期末残高 △1,093 △1,268

 株主資本合計 

  前期末残高 31,893 32,234

  当期変動額 

   剰余金の配当 △558 △565

   当期純利益 1,774 220

   自己株式の処分差損 △0 －

   自己株式の取得 △966 △175

   自己株式の処分 91 －

   当期変動額合計 341 △521

  当期末残高 32,234 31,713

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 2,607 1,554

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,053 △618

   当期変動額合計 △1,053 △618

  当期末残高 1,554 936

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 － 55

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 △57

   当期変動額合計 55 △57

  当期末残高 55 △2

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 2,607 1,609

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △998 △675

   当期変動額合計 △998 △675

  当期末残高 1,609 934
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（単位：百万円）

   
当事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

純資産合計 

 前期末残高 34,499 33,843

 当期変動額 

  剰余金の配当 △558 △565

  当期純利益 1,774 220

  自己株式の処分差損 △0 －

  自己株式の取得 △966 △175

  自己株式の処分 91 －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △998 △675

  当期変動額合計 △657 △1,195

 当期末残高 33,843 32,647
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

       
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 △0 －

    当期変動額合計 △0 －

   当期末残高 62 62

 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

   特別償却準備金 

    前期末残高 2 －

    当期変動額 

     特別償却準備金の取崩 △2 －

     当期変動額合計 △2 －

    当期末残高 － －

   別途積立金 

    前期末残高 22,151 24,151

    当期変動額 

     別途積立金の積立 2,000 1,100

     当期変動額合計 2,000 1,100

    当期末残高 24,151 25,251
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（単位：百万円）

       
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 1,972 1,155

    当期変動額 

     剰余金の配当 △558 △565

     特別償却準備金の取崩 2 －

     別途積立金の積立 △2,000 △1,100

     当期純利益 1,739 123

     当期変動額合計 △818 △1,542

    当期末残高 1,155 △387

 自己株式 

  前期末残高 △218 △1,093

  当期変動額 

   自己株式の取得 △966 △175

   自己株式の処分 91 －

   当期変動額合計 △875 △175

  当期末残高 △1,093 △1,268

 株主資本合計 

  前期末残高 31,307 31,612

  当期変動額 

   剰余金の配当 △558 △565

   当期純利益 1,739 123

   自己株式の取得 △966 △175

   自己株式の処分 91 －

   当期変動額合計 306 △617

  当期末残高 31,612 30,995

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 2,607 1,554

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,053 △618

   当期変動額合計 △1,053 △618

  当期末残高 1,554 936

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 － 55

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 △57

   当期変動額合計 55 △57

  当期末残高 55 △2

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 2,607 1,609

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △998 △675

   当期変動額合計 △998 △675

  当期末残高 1,609 934
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（単位：百万円）

   
当事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

純資産合計 

 前期末残高 33,914 33,221

 当期変動額 

  剰余金の配当 △558 △565

  当期純利益 1,739 123

  自己株式の取得 △966 △175

  自己株式の処分 91 －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △998 △675

  当期変動額合計 △692 △1,292

 当期末残高 33,221 31,929

40




