
 

 

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 22 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 22 年 5 月 10 日に発表いたしました「平成 22 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 22 年 3 月期の連結業績 

            （参考） 個別業績の概要 

１． 平成 22 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 22 年 3 月期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 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     ％

22 年 3 月期 72,274 △5.2 4,640 200.6 4,574 383.6 2,340 769.2

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

 
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 ％ ％ ％

22 年 3 月期 66.68 ― 7.6 7.3 6.4

21 年 3 月期 7.63 ― 0.9 1.5 2.0
(参考) 持分法投資損益       22 年 3 月期     － 百万円  21 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

22 年 3 月期 65,244 33,890 49.2 914.28

21 年 3 月期 59,321 30,881 49.5 834.56
(参考) 自己資本             22 年 3 月期  32,074 百万円  21 年 3 月期        29,345 百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満四捨五入） 
１．平成 22 年 3 月期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 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     ％

22 年 3 月期 72,274 △5.2 4,490 224.9 4,423 464.2 2,250 1,200.6

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

 
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 ％ ％ ％

22 年 3 月期 64.12 ― 7.5 7.0 6.2

21 年 3 月期 4.90 ― 0.6 1.2 1.8
(参考) 持分法投資損益       22 年 3 月期     － 百万円  21 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

22 年 3 月期 65,792 33,082 47.5 891.25

21 年 3 月期 59,808 30,163 47.9 814.14
(参考) 自己資本             22 年 3 月期  31,266 百万円  21 年 3 月期        28,627 百万円 
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(参考)個別業績の概要 
 
（訂正前） 
 
１.平成 22 年 3 月期の個別業績(平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 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   ％

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

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

 円 銭 円 銭

22 年 3 月期 44.56 ― 

21 年 3 月期 6.23 ― 
 

(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

22 年 3 月期 56,202 34,322 61.1 978.36

21 年 3 月期 50,232 32,647 65.0 928.49

(参考) 自己資本       22 年 3 月期  34,322 百万円  21 年 3 月期  32,647 百万円    
（訂正後） 
 
 
１.平成 22 年 3 月期の個別業績(平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 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   ％

22 年 3 月期 53,379 △6.1 2,347 ― 2,776 1,014.9 1,474 1,098.4

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

22 年 3 月期 42.00 ― 

21 年 3 月期 3.50 ― 
 

(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

22 年 3 月期 56,751 33,515 59.1 955.34

21 年 3 月期 50,719 31,929 63.0 908.07

(参考) 自己資本       22 年 3 月期  33,515 百万円  21 年 3 月期  31,929 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、アジア向けの輸出の増加や企業収益の改善により、景気は持ち直しつつありますが、

緩やかなデフレ傾向が続いているほか、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。 

海外では、各国における景気刺激策の下支え効果により、景気は総じて持ち直しの傾向にあります。アメリカや

ヨーロッパでは、依然として失業率が高水準で推移するなど引き続き厳しい状況にありますが、アジアでは、中国

やインドで内需を中心に景気の拡大・回復傾向が続いております。 

自動車業界におきましては、減税措置や補助金制度等の政府による経済対策の効果により、自動車メーカー各社

の生産調整は、当期前半に底を打ち、それ以降、生産・販売ともに回復傾向が続いております。しかしながら、金

融危機以前の生産・販売水準には戻っておらず、当社を取り巻く事業環境は、引き続き厳しい状況となりました。 

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、自動車メーカー各社での生産調整が一巡したことにより、受注状況は回復傾向が続きましたが、前年の水準

までには至りませんでした。 

当社では、前期後半からの急激な経営環境の変化を受け、当社グループ一丸となって製造系及び技術・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、生産性の向上等の構造改革を推進し、経営基

盤の強化を図ってまいりました。 

海外では、サンオーアメリカ Inc.がオハイオ州アーチボルド市に工場を取得し、本年３月、アーチボルド工場と

して自動車配管用チューブの生産を開始しました。サンオー アメリカ Inc.は、チューブの生産から製品への曲げ

加工までの全工程を自社で完結できる体制が確立いたしました。 

また、1980年に当社グループとして初の米国製造拠点として設立したサンオーマニュファクチュアリング Corp.

ならびに同社子会社のサンオー マニュファクチュアリング デ メキシコS.A. de C.V.につきましては、冷蔵庫用熱

交換器の生産が終了したことから、グループ内の経営資源の集中を進めることを目的として、両社を解散および清

算することといたしました。 

  

当期の経営成績は、売上高は722億74百万円（前期比5.2％減少）、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45億74百万円（前期比383.6％増加）、当期純利益は23億40百万円（前期比769.2％

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）及び車輌安全製品（シートベルト用）は、前期と比べて売上げが減少いたし

ました。一方で、樹脂製品（クイックコネクター、樹脂チューブ製品等）は、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は次のとおりであります。  

（日本） 

上期における自動車メーカー各社の在庫調整による生産減少の影響を大きく受け、売上高は406億63百万円（前

期比7.7％減少）となりました。一方、営業利益は、構造改革による生産性の向上と業務の効率化に取り組んでき

た効果により大幅に改善し、27億10百万円（前期比1,503.6％増加）となりました。 

（北米・中南米）  

アメリカ、カナダにおける生産回復の遅れがありましたものの、ブラジルにおいて政策効果により生産、販売の

回復が大きく進んだ結果、売上高は170億50百万円（前期比10.1％減少）、営業利益は８億13百万円（前期比38.7％

増加）となりました。 

 （欧州）  

取引先自動車メーカーの生産回復が進まなかったことにより、売上高は27億１百万円（前期比16.3％減少）とな

りました。一方、構造改革による業務効率化や経費節減策の実施により、営業利益は45百万円（前期は33百万円の

営業損失）となりました。 

（中国・アジア）  

東南アジアにおける業績回復が遅れたものの、中国、インドにおける自動車市場の拡大により売上げ、利益とも

に好調に推移した結果、売上高は118億60百万円（前期比19.0％増加）、営業利益は10億71百万円（前期比30.4％増

加）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652億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて59億23百万円増加しました。 

主な要因は現金及び預金の増加38億57百万円、受取手形及び売掛金の増加47億70百万円、設備投資抑制による有

形固定資産の減少24億82百万円等であります。 

負債合計は313億54百万円となり、前連結会計年度末に比べて29億13百万円増加しました。主な要因は支払手形

及び買掛金の増加37億25百万円、未払金の増加５億89百万円、未払法人税等の増加９億２百万円、借入金の減少

30億79百万円等であります。 

純資産は338億90百万円となり、前連結会計年度末に比べて30億９百万円増加しました。主な要因は利益剰余金

が19億19百万円増加、その他有価証券評価差額金が５億84百万円増加、為替換算調整勘定が２億78百万円増加し

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41億円（前期比32億14百万円

増）、減価償却費が44億94百万円（前期比23百万円増）、売上債権の増加による資金減が46億16百万円（前期

比106億65百万円減）、たな卸資産の減少による資金増が２億68百万円（前期比６億45百万円増)、仕入債務の

増加による資金増が36億６百万円（前期比93億25百万円増）、法人税等の支払による資金減が８億88百万円

（前期比６億73百万円減）などにより、前年同期と比較して、61億89百万円増加して、98億７百万円となりま

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21億64百万円（前期比23億21

百万円減）などにより、前年同期と比較して、23億８百万円減少して、23億２百万円となりました。 

（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、借入金の返済による支出32億３百万円（前期比56億88百万円

増）、配当金の支払により４億21百万円（前期比１億44百万円減）などにより、前年同期と比較して、54億61

百万円増加して、37億38百万円となりました。 

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38億57百万円増加し、93億13百万円

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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度  

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日） 

自 己 資 本 比 率  49.5% 49.2% 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率  24.1% 40.7% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  2.8  0.7  

インタレスト・カバレッジ・レシオ  9.2  30.7  

（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、アジア向けの輸出の増加や企業収益の改善により、景気は持ち直しつつありますが、

緩やかなデフレ傾向が続いているほか、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。 

海外では、各国における景気刺激策の下支え効果により、景気は総じて持ち直しの傾向にあります。アメリカや

ヨーロッパでは、依然として失業率が高水準で推移するなど引き続き厳しい状況にありますが、アジアでは、中国

やインドで内需を中心に景気の拡大・回復傾向が続いております。 

自動車業界におきましては、減税措置や補助金制度等の政府による経済対策の効果により、自動車メーカー各社

の生産調整は、当期前半に底を打ち、それ以降、生産・販売ともに回復傾向が続いております。しかしながら、金

融危機以前の生産・販売水準には戻っておらず、当社を取り巻く事業環境は、引き続き厳しい状況となりました。 

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、自動車メーカー各社での生産調整が一巡したことにより、受注状況は回復傾向が続きましたが、前年の水準

までには至りませんでした。 

当社では、前期後半からの急激な経営環境の変化を受け、当社グループ一丸となって製造系及び技術・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、生産性の向上等の構造改革を推進し、経営基

盤の強化を図ってまいりました。 

海外では、サンオーアメリカ Inc.がオハイオ州アーチボルド市に工場を取得し、本年３月、アーチボルド工場と

して自動車配管用チューブの生産を開始しました。サンオー アメリカ Inc.は、チューブの生産から製品への曲げ

加工までの全工程を自社で完結できる体制が確立いたしました。 

また、1980年に当社グループとして初の米国製造拠点として設立したサンオーマニュファクチュアリング Corp.

ならびに同社子会社のサンオー マニュファクチュアリング デ メキシコS.A. de C.V.につきましては、冷蔵庫用熱

交換器の生産が終了したことから、グループ内の経営資源の集中を進めることを目的として、両社を解散および清

算することといたしました。 

  

当期の経営成績は、売上高は722億74百万円（前期比5.2％減少）、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44億23百万円（前期比464.1％増加）、当期純利益は22億50百万円（前期比

1,200.6％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）及び車輌安全製品（シートベルト用）は、前期と比べて売上げが減少いたし

ました。一方で、樹脂製品（クイックコネクター、樹脂チューブ製品等）は、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は次のとおりであります。  

（日本） 

上期における自動車メーカー各社の在庫調整による生産減少の影響を大きく受け、売上高は406億63百万円（前

期比7.7％減少）となりました。一方、営業利益は、構造改革による生産性の向上と業務の効率化に取り組んでき

た効果により大幅に改善し、25億60百万円（前期比36,471.4％増加）となりました。 

（北米・中南米）  

アメリカ、カナダにおける生産回復の遅れがありましたものの、ブラジルにおいて政策効果により生産、販売の

回復が大きく進んだ結果、売上高は170億50百万円（前期比10.1％減少）、営業利益は８億13百万円（前期比38.7％

増加）となりました。 

 （欧州）  

取引先自動車メーカーの生産回復が進まなかったことにより、売上高は27億１百万円（前期比16.3％減少）とな

りました。一方、構造改革による業務効率化や経費節減策の実施により、営業利益は45百万円（前期は33百万円の

営業損失）となりました。 

（中国・アジア）  

東南アジアにおける業績回復が遅れたものの、中国、インドにおける自動車市場の拡大により売上げ、利益とも

に好調に推移した結果、売上高は118億60百万円（前期比19.0％増加）、営業利益は10億71百万円（前期比30.4％増

加）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657億92百万円となり、前連結会計年度末に比べて59億84百万円増加しました。 

主な要因は現金及び預金の増加38億57百万円、受取手形及び売掛金の増加47億70百万円、設備投資抑制による有

形固定資産の減少24億82百万円等であります。 

負債合計は327億９百万円となり、前連結会計年度末に比べて30億64百万円増加しました。主な要因は支払手形

及び買掛金の増加37億25百万円、未払金の増加５億89百万円、未払法人税等の増加９億２百万円、借入金の減少

30億79百万円等であります。 

純資産は330億82百万円となり、前連結会計年度末に比べて29億20百万円増加しました。主な要因は利益剰余金

が18億29百万円増加、その他有価証券評価差額金が５億84百万円増加、為替換算調整勘定が２億78百万円増加し

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39億50百万円（前期比32億26百

万円増）、減価償却費が44億94百万円（前期比23百万円増）、売上債権の増加による資金減が46億16百万円

（前期比106億65百万円減）、たな卸資産の減少による資金増が２億68百万円（前期比６億45百万円増)、仕入

債務の増加による資金増が36億６百万円（前期比93億25百万円増）、法人税等の支払による資金減が８億88百

万円（前期比６億73百万円減）などにより、前年同期と比較して、61億89百万円増加して、98億７百万円とな

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21億64百万円（前期比23億21

百万円減）などにより、前年同期と比較して、23億８百万円減少して、23億２百万円となりました。 

（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、借入金の返済による支出32億３百万円（前期比56億88百万円

増）、配当金の支払により４億21百万円（前期比１億44百万円減）などにより、前年同期と比較して、54億61

百万円増加して、37億38百万円となりました。 

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38億57百万円増加し、93億13百万円

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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度  

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日） 

自 己 資 本 比 率  47.9% 47.5% 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率  24.0% 40.4% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  2.8  0.7  

インタレスト・カバレッジ・レシオ  9.2  30.7  

（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21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,587 9,444

  受取手形及び売掛金 10,054 14,824

  商品及び製品 2,322 2,490

  仕掛品 1,712 1,881

  原材料及び貯蔵品 4,194 3,700

  繰延税金資産 300 428

  その他 1,575 857

  流動資産合計 25,744 33,624

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物   12,854   12,982

   機械装置及び運搬具   43,845   42,976

   工具、器具及び備品 6,158 6,077

   土地   3,368   3,445

   リース資産 79 112

   建設仮勘定 801 841

   減価償却累計額 △40,732 △42,542

   有形固定資産合計 26,372 23,891

  無形固定資産 

   のれん 226 39

   リース資産 104 100

   その他 198 374

   無形固定資産合計 527 513

  投資その他の資産 

   投資有価証券   3,500   4,301

   長期貸付金 2 2

   繰延税金資産 2,712 2,430

   その他 462 482

   投資その他の資産合計 6,676 7,215

  固定資産合計 33,576 31,619

 繰延資産 1 1

 資産合計 59,321 65,244
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（単位：百万円）

   
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 8,207 11,932

  短期借入金    7,390    5,062

  未払金 1,120 1,709

  リース債務 44 55

  未払法人税等 212 1,114

  未払消費税等 46 286

  賞与引当金 664 699

  役員賞与引当金 59 15

  製品保証引当金 － 187

  その他 787 750

  流動負債合計 18,529 21,810

 固定負債 

  長期借入金  2,844  2,094

  リース債務 129 126

  退職給付引当金 6,707 7,123

  役員退職慰労引当金 232 202

  固定負債合計 9,912 9,544

 負債合計 28,440 31,354

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 25,957 27,875

  自己株式 △1,268 △1,302

  株主資本合計 31,201 33,086

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 936 1,520

  繰延ヘッジ損益 △2 △20

  為替換算調整勘定 △2,791 △2,512

  評価・換算差額等合計 △1,856 △1,012

 少数株主持分 1,536 1,816

 純資産合計 30,881 33,890

負債純資産合計 59,321 65,244
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

    
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,587 9,444

  受取手形及び売掛金 10,054 14,824

  商品及び製品 2,322 2,490

  仕掛品 1,712 1,881

  原材料及び貯蔵品 4,194 3,700

  繰延税金資産 300 428

  その他 1,575 857

  流動資産合計 25,744 33,624

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物   12,854   12,982

   機械装置及び運搬具   43,845   42,976

   工具、器具及び備品 6,158 6,077

   土地   3,368   3,445

   リース資産 79 112

   建設仮勘定 801 841

   減価償却累計額 △40,732 △42,542

   有形固定資産合計 26,372 23,891

  無形固定資産 

   のれん 226 39

   リース資産 104 100

   その他 198 374

   無形固定資産合計 527 513

  投資その他の資産 

   投資有価証券   3,500   4,301

   長期貸付金 2 2

   繰延税金資産 3,199 2,979

   その他 462 482

   投資その他の資産合計 7,164 7,763

  固定資産合計 34,063 32,167

 繰延資産 1 1

 資産合計 59,808 65,792
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（単位：百万円）

   
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 8,207 11,932

  短期借入金    7,390    5,062

  未払金 1,120 1,709

  リース債務 44 55

  未払法人税等 212 1,114

  未払消費税等 46 286

  賞与引当金 664 699

  役員賞与引当金 59 15

  製品保証引当金 － 187

  その他 787 750

  流動負債合計 18,529 21,810

 固定負債 

  長期借入金   2,844   2,094

  リース債務 129 126

  退職給付引当金 7,912 8,479

  役員退職慰労引当金 232 202

  固定負債合計 11,117 10,900

 負債合計 29,645 32,709

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 25,239 27,068

  自己株式 △1,268 △1,302

  株主資本合計 30,483 32,278

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 936 1,520

  繰延ヘッジ損益 △2 △20

  為替換算調整勘定 △2,791 △2,512

  評価・換算差額等合計 △1,856 △1,012

 少数株主持分 1,536 1,816

 純資産合計 30,163 33,082

負債純資産合計 59,808 65,792
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

売上高 76,199 72,274

売上原価   67,517   60,766

売上総利益 8,683 11,508

販売費及び一般管理費    7,139   6,868

営業利益 1,544 4,640

営業外収益 

 受取利息 23 14

 受取配当金 92 47

 為替差益 － 63

 その他 160 251

 営業外収益合計 275 375

営業外費用 

 支払利息 395 319

 為替差損 398 －

 その他 80 123

 営業外費用合計 873 441

経常利益 946 4,574

特別利益 

 固定資産売却益   21  18

 投資有価証券売却益 232 －

 前期損益修正益 － 61

 特別利益合計 253 79

特別損失 

 固定資産除却損 20  294

 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 255 256

 ゴルフ会員権評価損 － 3

 その他 2 －

 特別損失合計 314 552

税金等調整前当期純利益 886 4,100

法人税、住民税及び事業税 529 1,733

法人税等調整額 △21 △256

法人税等合計 508 1,477

少数株主利益 109 283

当期純利益 269 2,340
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

   
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

売上高 76,199 72,274

売上原価   67,655   60,893

売上総利益 8,544 11,381

販売費及び一般管理費    7,162    6,891

営業利益 1,382 4,490

営業外収益 

 受取利息 23 14

 受取配当金 92 47

 為替差益 － 63

 その他 160 251

 営業外収益合計 275 375

営業外費用 

 支払利息 395 319

 為替差損 398 －

 その他 80 123

 営業外費用合計 873 441

経常利益 784 4,423

特別利益 

 固定資産売却益   21   18

 投資有価証券売却益 232 －

 前期損益修正益 － 61

 特別利益合計 253 79

特別損失 

 固定資産除却損   20   294

 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 255 256

 ゴルフ会員権評価損 － 3

 その他 2 －

 特別損失合計 314 552

税金等調整前当期純利益 724 3,950

法人税、住民税及び事業税 529 1,733

法人税等調整額 △87 △317

法人税等合計 442 1,416

少数株主利益 109 283

当期純利益 173 2,250
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 3,031 3,031

 利益剰余金 

  前期末残高 26,252 25,957

  当期変動額 

   剰余金の配当 △565 △421

   当期純利益 269 2,340

   当期変動額合計 △296 1,919

  当期末残高 25,957 27,875

 自己株式 

  前期末残高 △1,093 △1,268

  当期変動額 

   自己株式の取得 △175 △34

   当期変動額合計 △175 △34

  当期末残高 △1,268 △1,302

 株主資本合計 

  前期末残高 31,672 31,201

  当期変動額 

   剰余金の配当 △565 △421

   当期純利益 269 2,340

   自己株式の取得 △175 △34

   当期変動額合計 △471 1,885

  当期末残高 31,201 33,086
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（単位：百万円）

    
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 1,554 936

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △618 584

   当期変動額合計 △618 584

  当期末残高 936 1,520

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 55 △2

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57 △18

   当期変動額合計 △57 △18

  当期末残高 △2 △20

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △548 △2,791

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,242 278

   当期変動額合計 △2,242 278

  当期末残高 △2,791 △2,512

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 1,061 △1,856

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,917 845

   当期変動額合計 △2,917 845

  当期末残高 △1,856 △1,012

少数株主持分 

 前期末残高 1,949 1,536

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △413 280

  当期変動額合計 △413 280

 当期末残高 1,536 1,816

純資産合計 

 前期末残高 34,682 30,881

 当期変動額 

  剰余金の配当 △565 △421

  当期純利益 269 2,340

  自己株式の取得 △175 △34

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,330 1,124

  当期変動額合計 △3,801 3,009

 当期末残高 30,881 33,890
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

        
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 3,031 3,031

 利益剰余金 

  前期末残高 25,631 25,239

  当期変動額 

   剰余金の配当 △565 △421

   当期純利益 173 2,250

   当期変動額合計 △392 1,829

  当期末残高 25,239 27,068

 自己株式 

  前期末残高 △1,093 △1,268

  当期変動額 

   自己株式の取得 △175 △34

   当期変動額合計 △175 △34

  当期末残高 △1,268 △1,302

 株主資本合計 

  前期末残高 31,051 30,483

  当期変動額 

   剰余金の配当 △565 △421

   当期純利益 173 2,250

   自己株式の取得 △175 △34

   当期変動額合計 △568 1,795

  当期末残高 30,483 32,278
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（単位：百万円）

    
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 1,554 936

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △618 584

   当期変動額合計 △618 584

  当期末残高 936 1,520

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 55 △2

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57 △18

   当期変動額合計 △57 △18

  当期末残高 △2 △20

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △548 △2,791

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,242 278

   当期変動額合計 △2,242 278

  当期末残高 △2,791 △2,512

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 1,061 △1,856

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,917 845

   当期変動額合計 △2,917 845

  当期末残高 △1,856 △1,012

少数株主持分 

 前期末残高 1,949 1,536

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △413 280

  当期変動額合計 △413 280

 当期末残高 1,536 1,816

純資産合計 

 前期末残高 34,061 30,163

 当期変動額 

  剰余金の配当 △565 △421

  当期純利益 173 2,250

  自己株式の取得 △175 △34

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,330 1,124

  当期変動額合計 △3,898 2,920

 当期末残高 30,163 33,082
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 886 4,100

 減価償却費 4,470 4,494

 のれん償却額 186 181

 有形固定資産売却損益（△は益） △21 △18

 有形固定資産除却損 20 294

 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） 255 256

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 105 416

 受取利息及び受取配当金 △115 △61

 支払利息 395 319

 売上債権の増減額（△は増加） 6,049 △4,616

 たな卸資産の増減額（△は増加） △376 268

 仕入債務の増減額（△は減少） △5,719 3,606

 その他 △450 1,757

 小計 5,459 10,996

 利息及び配当金の受取額 115 62

 利息の支払額 △395 △361

 法人税等の支払額 △1,561 △888

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,618 9,807

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 △4,485 △2,164

 有形固定資産の売却による収入 21 18

 投資有価証券の取得による支出 △368 △75

 投資有価証券の売却による収入 354 －

 その他 △133 △81

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,610 △2,302

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） 2,322 △2,401

 長期借入れによる収入 1,758 9

 長期借入金の返済による支出 △1,595 △810

 自己株式の純増減額（△は増加） △175 △34

 配当金の支払額 △565 △421

 その他 △21 △80

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,723 △3,738

現金及び現金同等物に係る換算差額 △529 90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202 3,857

現金及び現金同等物の期首残高 5,254 5,456

現金及び現金同等物の期末残高 5,456 9,313
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

    
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 724 3,950

 減価償却費 4,470 4,494

 のれん償却額 186 181

 有形固定資産売却損益（△は益） △21 △18

 有形固定資産除却損 20 294

 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） 255 256

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 267 567

 受取利息及び受取配当金 △115 △61

 支払利息 395 319

 売上債権の増減額（△は増加） 6,049 △4,616

 たな卸資産の増減額（△は増加） △376 268

 仕入債務の増減額（△は減少） △5,719 3,606

 その他 △450 1,757

 小計 5,459 10,996

 利息及び配当金の受取額 115 62

 利息の支払額 △395 △361

 法人税等の支払額 △1,561 △888

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,618 9,807

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 △4,485 △2,164

 有形固定資産の売却による収入 21 18

 投資有価証券の取得による支出 △368 △75

 投資有価証券の売却による収入 354 －

 その他 △133 △81

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,610 △2,302

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） 2,322 △2,401

 長期借入れによる収入 1,758 9

 長期借入金の返済による支出 △1,595 △810

 自己株式の純増減額（△は増加） △175 △34

 配当金の支払額 △565 △421

 その他 △21 △80

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,723 △3,738

現金及び現金同等物に係る換算差額 △529 90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202 3,857

現金及び現金同等物の期首残高 5,254 5,456

現金及び現金同等物の期末残高 5,456 9,313
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 1,468百万円

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

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

※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 18百万円

建物他 2百万円

計 20百万円

機械装置及び運搬具 294百万円

        

計 294百万円

※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

1,582百万円 百万円 1,463

※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 21百万円

計 21百万円

機械装置及び運搬具 18百万円

計 18百万円

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 1,468百万円

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

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 157百万円

※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 18百万円

建物他 2百万円

計 20百万円

機械装置及び運搬具 294百万円

        

計 294百万円

※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

1,582百万円 百万円 1,463

※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 21百万円

計 21百万円

機械装置及び運搬具 18百万円

計 18百万円
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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。 

  

当連結会計年度（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）

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  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 169  586  789 1,544  － 1,544 

Ⅱ 資産 38,941  9,954  10,578 59,473  △152 59,321 

  

  
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。 

  

当連結会計年度（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。 

  

  

  
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 7  586  789 1,382  － 1,382 

Ⅱ 資産 39,428  9,954  10,578 59,960  △152 59,808 

  

  
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 61,445  20,776  15,851 98,071  △30,287 67,784 

  営業利益 2,560  813  1,116 4,490  － 4,490 

Ⅱ 資産 44,722  9,571  12,176 66,470  △679 65,792 
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額（円 銭） 834  56 914  28 

１株当たり当期純利益金額（円 銭）  7  63  66  68 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額（円 銭） 

 ──────  ────── 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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） 269 2,340 

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） 269 2,340 

期中平均株式数（千株）  35,273  35,094

      

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額（円 銭） 814  14 891  25 

１株当たり当期純利益金額（円 銭）  4  90  64  12 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額（円 銭） 

 ──────  ────── 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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） 173 2,250 

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） 173 2,250 

期中平均株式数（千株）  35,273  35,094

      

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21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,776 5,023

  受取手形 160 236

  売掛金   8,446   12,048

  商品及び製品 1,177 1,427

  仕掛品 960 1,332

  原材料及び貯蔵品 291 325

  前渡金   16   53

  前払費用 27 27

  繰延税金資産 226 334

  未収入金   844   441

  その他 107 38

  流動資産合計 15,031 21,284

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物   7,586   7,626

    減価償却累計額 △4,833 △5,060

    建物（純額）   2,752   2,566

   構築物 559 573

    減価償却累計額 △472 △496

    構築物（純額） 87 77

   機械及び装置   29,602   29,056

    減価償却累計額 △20,397 △21,487

    機械及び装置（純額）   9,205   7,569

   車両運搬具 208 165

    減価償却累計額 △190 △152

    車両運搬具（純額） 18 14

   工具、器具及び備品 5,039 4,897

    減価償却累計額 △4,181 △4,387

    工具、器具及び備品（純額） 857 510

   土地   2,075   2,152

   リース資産 79 79

    減価償却累計額 △10 △30

    リース資産（純額） 69 49

   建設仮勘定 373 321

   有形固定資産合計 15,436 13,257

  無形固定資産 

   リース資産 104 100

   その他 1 1
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（単位：百万円）

        
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22年３月31日） 

   無形固定資産合計 105 101

  投資その他の資産 

   投資有価証券 3,108 4,103

   関係会社株式 12,339 12,688

   出資金 54 52

   従業員に対する長期貸付金 2 2

   関係会社長期貸付金 1,447 2,284

   繰延税金資産 2,351 2,080

   差入保証金 18 19

   退職給与引当特定資産   341   333

   投資その他の資産合計 19,660 21,560

  固定資産合計 35,201 34,918

 資産合計 50,232 56,202

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 541 883

  買掛金 4,694 7,833

  短期借入金 3,800 2,900

  リース債務 44 49

  未払金 435 652

  未払法人税等 － 664

  未払消費税等 29 247

  未払費用 199 365

  預り金 77 65

  賞与引当金 614 645

  役員賞与引当金 59 15

  製品保証引当金 － 187

  設備関係支払手形 167 49

  その他 3 33

  流動負債合計 10,663 14,587

 固定負債 

  リース債務 129 100

  退職給付引当金 6,569 6,999

  役員退職慰労引当金 223 193

  固定負債合計 6,921 7,293

 負債合計 17,585 21,880
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（単位：百万円）

     
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22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 25,251 25,251

    繰越利益剰余金 331 1,474

   利益剰余金合計 26,469 27,611

  自己株式 △1,268 △1,302

  株主資本合計 31,713 32,822

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 936 1,520

  繰延ヘッジ損益 △2 △20

  評価・換算差額等合計 934 1,500

 純資産合計 32,647 34,322

負債純資産合計 50,232 56,202
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

     
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,776 5,023

  受取手形 160 236

  売掛金   8,446   12,048

  商品及び製品 1,177 1,427

  仕掛品 960 1,332

  原材料及び貯蔵品 291 325

  前渡金   16   53

  前払費用 27 27

  繰延税金資産 226 334

  未収入金   844   441

  その他 107 38

  流動資産合計 15,031 21,284

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物   7,586   7,626

    減価償却累計額 △4,833 △5,060

    建物（純額）   2,752   2,566

   構築物 559 573

    減価償却累計額 △472 △496

    構築物（純額） 87 77

   機械及び装置   29,602   29,056

    減価償却累計額 △20,397 △21,487

    機械及び装置（純額）   9,205   7,569

   車両運搬具 208 165

    減価償却累計額 △190 △152

    車両運搬具（純額） 18 14

   工具、器具及び備品 5,039 4,897

    減価償却累計額 △4,181 △4,387

    工具、器具及び備品（純額） 857 510

   土地   2,075   2,152

   リース資産 79 79

    減価償却累計額 △10 △30

    リース資産（純額） 69 49

   建設仮勘定 373 321

   有形固定資産合計 15,436 13,257

  無形固定資産 

   リース資産 104 100
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（単位：百万円）

        
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22年３月31日） 

   その他 1 1

   無形固定資産合計 105 101

  投資その他の資産 

   投資有価証券 3,108 4,103

   関係会社株式 10,222 10,509

   出資金 54 52

   関係会社出資金 2,118 2,178

   従業員に対する長期貸付金 2 2

   関係会社長期貸付金 1,447 2,284

   繰延税金資産 2,838 2,628

   差入保証金 18 19

   退職給与引当特定資産   341   333

   投資その他の資産合計 20,147 22,108

  固定資産合計 35,688 35,467

 資産合計 50,719 56,751

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 541 883

  買掛金 4,694 7,833

  短期借入金 3,800 2,900

  リース債務 44 49

  未払金 435 652

  未払法人税等 － 664

  未払消費税等 29 247

  未払費用 199 365

  預り金 77 65

  賞与引当金 614 645

  役員賞与引当金 59 15

  製品保証引当金 － 187

  設備関係支払手形 167 49

  その他 3 33

  流動負債合計 10,663 14,587

 固定負債 

  リース債務 129 100

  退職給付引当金 7,774 8,355

  役員退職慰労引当金 223 193

  固定負債合計 8,127 8,649

 負債合計 18,790 23,236
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（単位：百万円）

     
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22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 25,251 25,251

    繰越利益剰余金 △387 666

   利益剰余金合計 25,751 26,804

  自己株式 △1,268 △1,302

  株主資本合計 30,995 32,014

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 936 1,520

  繰延ヘッジ損益 △2 △20

  評価・換算差額等合計 934 1,500

 純資産合計 31,929 33,515

負債純資産合計 50,719 56,751
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

売上高 56,822 53,379

売上原価 

 製品期首たな卸高 1,269 1,177

 当期製品製造原価 51,658 46,231

 合計 52,927 47,408

 製品期末たな卸高 1,177 1,427

 製品売上原価 51,750 45,981

売上総利益 5,072 7,398

販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費合計    5,006    4,900

営業利益 65 2,498

営業外収益 

 受取利息   23   48

 受取配当金   422   417

 受取地代家賃 8 5

 雑収入 37 29

 営業外収益合計 490 499

営業外費用 

 支払利息 29 34

 為替差損 115 36

 雑損失 0 0

 営業外費用合計 144 70

経常利益 411 2,927

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   14   254

 投資有価証券売却損 8 －

 投資有価証券評価損 255 256

 ゴルフ会員権評価損 － 3

 特別損失合計 277 512

税引前当期純利益 414 2,414

法人税、住民税及び事業税   140   1,071

法人税等調整額 54 △221

法人税等合計 194 850

当期純利益 220 1,564
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

売上高 56,822 53,379

売上原価 

 製品期首たな卸高 1,269 1,177

 当期製品製造原価 51,797 46,359

 合計 53,066 47,536

 製品期末たな卸高 1,177 1,427

 製品売上原価 51,889 46,109

売上総利益 4,933 7,271

販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費合計    5,030    4,923

営業利益又は営業損失（△） △96 2,347

営業外収益 

 受取利息   23   48

 受取配当金   422   417

 受取地代家賃 8 5

 雑収入 37 29

 営業外収益合計 490 499

営業外費用 

 支払利息 29 34

 為替差損 115 36

 雑損失 0 0

 営業外費用合計 144 70

経常利益 249 2,776

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   14   254

 投資有価証券売却損 8 －

 投資有価証券評価損 255 256

 ゴルフ会員権評価損 － 3

 特別損失合計 277 512

税引前当期純利益 252 2,264

法人税、住民税及び事業税   140   1,071

法人税等調整額 △11 △282

法人税等合計 129 789

当期純利益 123 1,474

32



（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

    当期変動額合計 － －

   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

   別途積立金 

    前期末残高 24,151 25,251

    当期変動額 

     別途積立金の積立 1,100 －

     当期変動額合計 1,100 －

    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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 1,776 331

    当期変動額 

     剰余金の配当 △565 △421

     別途積立金の積立 △1,100 －

     当期純利益 220 1,564

     当期変動額合計 △1,445 1,142

    当期末残高 331 1,474

 自己株式 

  前期末残高 △1,093 △1,268

  当期変動額 

   自己株式の取得 △175 △34

   当期変動額合計 △175 △34

  当期末残高 △1,268 △1,302

 株主資本合計 

  前期末残高 32,234 31,713

  当期変動額 

   剰余金の配当 △565 △421

   当期純利益 220 1,564

   自己株式の取得 △175 △34

   当期変動額合計 △521 1,109

  当期末残高 31,713 32,822

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 1,554 936

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △618 584

   当期変動額合計 △618 584

  当期末残高 936 1,520

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 55 △2

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57 △18

   当期変動額合計 △57 △18

  当期末残高 △2 △20

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 1,609 934

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △675 566

   当期変動額合計 △675 566
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（単位：百万円）

   
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 当期末残高 934 1,500

純資産合計 

 前期末残高 33,843 32,647

 当期変動額 

  剰余金の配当 △565 △421

  当期純利益 220 1,564

  自己株式の取得 △175 △34

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △675 566

  当期変動額合計 △1,195 1,675

 当期末残高 32,647 34,322
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

       
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

    当期変動額合計 － －

   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

   別途積立金 

    前期末残高 24,151 25,251

    当期変動額 

     別途積立金の積立 1,100 －

     当期変動額合計 1,100 －

    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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 1,155 △387

    当期変動額 

     剰余金の配当 △565 △421

     別途積立金の積立 △1,100 －

     当期純利益 123 1,474

     当期変動額合計 △1,542 1,053

    当期末残高 △387 666

 自己株式 

  前期末残高 △1,093 △1,268

  当期変動額 

   自己株式の取得 △175 △34

   当期変動額合計 △175 △34

  当期末残高 △1,268 △1,302

 株主資本合計 

  前期末残高 31,612 30,995

  当期変動額 

   剰余金の配当 △565 △421

   当期純利益 123 1,474

   自己株式の取得 △175 △34

   当期変動額合計 △617 1,019

  当期末残高 30,995 32,014

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 1,554 936

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △618 584

   当期変動額合計 △618 584

  当期末残高 936 1,520

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 55 △2

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57 △18

   当期変動額合計 △57 △18

  当期末残高 △2 △20

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 1,609 934

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △675 566

   当期変動額合計 △675 566

  当期末残高 934 1,500
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（単位：百万円）

   
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

純資産合計 

 前期末残高 33,221 31,929

 当期変動額 

  剰余金の配当 △565 △421

  当期純利益 123 1,474

  自己株式の取得 △175 △34

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △675 566

  当期変動額合計 △1,292 1,585

 当期末残高 31,929 33,515
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