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平成 26 年６月６日

各 位 

 会 社 名 英 和 株 式 会 社

 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿部 健治

 （ コ ー ド 番 号  9 8 5 7  東 証 第 二 部 ）

 本社所在地 大阪市西区北堀江４丁目１番７号

 
問 合 せ 先

取締役常務執行役員 
山枡 理伸

 管理本部長 

 （電話 06－6539－4801）

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 26 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正について 

 

平成 26年５月 13日に発表いたしました平成26年３月期決算短信に一部訂正がございますので、下記の

とおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

訂正箇所 

サマリー情報 １．平成 26 年 3 月期の連結業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 26 年 3 月 31 日） 

(2)連結財政状態 

３ページ １．経営成績・財政状態に関する分析 (2)財政状態に関する分析 ①資産、負債及

び純資産の状況 

７～８ページ ４．連結財務諸表 (1)連結貸借対照表 

14 ページ ４．連結財務諸表 (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

25 ページ ４．連結財務諸表 (5)連結財務諸表に関する注記事項 （重要な後発事象）３．合

併当事会社の概要（平成26年３月31日現在） 

 

訂正の理由 

   会計監査人と精査を進める過程において、連結貸借対照表及び連結キャッシュ・フロー計算書上

の金額に修正すべき点があることが判明したため、訂正するものです。

iwata
公益財団法人　財務会計基準機構　会員
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サマリー情報 

１．平成 26 年 3 月期の連結業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 26 年 3 月 31 日）(2)連結財政状態 

 

＜訂正前＞ 

 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

26年３月期 20,357 7,190 35.3 1,135.13

25年３月期 17,446 6,859 39.3 1,082.93

  

＜訂正後＞ 

 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

26年３月期 20,350 7,190 35.3 1,135.13

25年３月期 17,446 6,859 39.3 1,082.93

 

 

 

 

３ページ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 (2)財政状態に関する分析 

＜訂正前＞ 

当連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ29億11百万円増加し203億57百万円となりました。こ

れは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ13億37百万円増加したこと、売掛債権の回収が進んだこと等から

現金及び預金が前連結会計年度末に比べ12億70百万円増加したことが主な要因であります。 

一方負債の部では、前連結会計年度末に比べ25億80百万円増加し131億67百万円となりました。これは支払手形及び

買掛金が15億40百万円増加したこと、長期借入金が４億93百万円増加したことが主な要因であります。 

 

＜訂正後＞ 

当連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ29億３百万円増加し203億50百万円となりました。こ

れは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ13億37百万円増加したこと、売掛債権の回収が進んだこと等から

現金及び預金が前連結会計年度末に比べ12億70百万円増加したことが主な要因であります。 

一方負債の部では、前連結会計年度末に比べ25億73百万円増加し131億59百万円となりました。これは支払手形及び

買掛金が15億40百万円増加したこと、長期借入金が４億93百万円増加したことが主な要因であります。 
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７～８ページ 

４．連結財務諸表 (1)連結貸借対照表 

＜訂正前＞ 
           (単位：千円)
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

 略 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※3 339,890 ※3 379,753

   繰延税金資産 120,284 130,308

   保険積立金 550,464 603,271

   その他 318,559 322,434

   貸倒引当金 △62,836 △46,997

   投資その他の資産合計 1,266,361 1,388,771

  固定資産合計 2,841,945 3,108,590

 資産合計 17,446,243 20,357,581

 略 

 固定負債 

  長期借入金 ※3 533,858 1,027,051

  退職給付引当金 264,756 -

  退職給付に係る負債 - 299,507

  役員退職慰労引当金 131,604 161,288

  繰延税金負債 - 10,158

  その他 680 84,680

  固定負債合計 930,898 1,582,685

 負債合計 10,586,623 13,167,357

 略 

負債純資産合計 17,446,243 20,357,581
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＜訂正後＞ 
           (単位：千円)
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

 略 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※3 339,890 ※3 379,753

   繰延税金資産 120,284 122,873

   保険積立金 550,464 603,271

   その他 318,559 322,434

   貸倒引当金 △62,836 △46,997

   投資その他の資産合計 1,266,361 1,381,336

  固定資産合計 2,841,945 3,101,156

 資産合計 17,446,243 20,350,146

 略 

 固定負債 

  長期借入金 ※3 533,858 1,027,051

  退職給付引当金 264,756 -

  退職給付に係る負債 - 299,507

  役員退職慰労引当金 131,604 161,288

  繰延税金負債 - 2,724

  その他 680 84,680

  固定負債合計 930,898 1,575,250

 負債合計 10,586,623 13,159,923

 略 

負債純資産合計 17,446,243 20,350,146
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14 ページ 

４．連結財務諸表 (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 
           (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26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 567,584 709,953

 減価償却費 80,775 81,784

 のれん償却額 - 17,213

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,698 △15,163

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,424 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 34,750

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,973 10,684

 受取利息及び受取配当金 △7,570 △8,933

 支払利息 9,369 10,858

 有形固定資産売却損益（△は益） △250 △575

 有形固定資産除却損 1,647 1,699

 ソフトウェア除却損 770 -

 投資有価証券評価損益（△は益） - 1,400

 保険積立金の増減額（△は増加） △37,661 △28,140

 売上債権の増減額（△は増加） 840,712 △1,067,834

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,970 19,047

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △64,453 19,854

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,170,165 1,243,569

 未払消費税等の増減額（△は減少） △32,138 13,538

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △119,101 110,903

 その他 81,079 14,110

 小計 200,325 1,168,719

 利息及び配当金の受取額 7,584 8,921

 利息の支払額 △8,687 △12,019

 法人税等の支払額 △429,382 △160,892

 営業活動によるキャッシュ・フロー △230,159 1,004,729

 略 
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＜訂正後＞ 
           (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26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 567,584 709,953

 減価償却費 80,775 81,784

 のれん償却額 - 17,213

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,698 △15,163

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,424 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 55,634

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,973 10,684

 受取利息及び受取配当金 △7,570 △8,933

 支払利息 9,369 10,858

 有形固定資産売却損益（△は益） △250 △575

 有形固定資産除却損 1,647 1,699

 ソフトウェア除却損 770 -

 投資有価証券評価損益（△は益） - 1,400

 保険積立金の増減額（△は増加） △37,661 △28,140

 売上債権の増減額（△は増加） 840,712 △1,067,834

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,970 19,047

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △64,453 19,854

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,170,165 1,243,569

 未払消費税等の増減額（△は減少） △32,138 13,538

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △119,101 110,903

 その他 81,079 △6,773

 小計 200,325 1,168,719

 利息及び配当金の受取額 7,584 8,921

 利息の支払額 △8,687 △12,019

 法人税等の支払額 △429,382 △160,892

 営業活動によるキャッシュ・フロー △230,159 1,004,729

 略 
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25 ページ 

４．連結財務諸表 (5)連結財務諸表に関する注記事項 （重要な後発事象）３．合併当事会社の概要

（平成 26 年３月 31 日現在） 

＜訂正前＞ 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（１）名称 英和株式会社 エラン株式会社 

（２）所在地 大阪市西区北堀江４丁目１番７号 
大阪市西区北堀江４丁目１番７号 英
和株式会社ビル内 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 阿部 健治 代表取締役 猪岐 道雄 

（４）事業内容 
工業用計測制御機器、環境計測・分析
機器、測定・検査機器、産業機械等の
販売 

工業用計測制御機器、環境計測・分析
機器、測定・検査機器、産業機械等の
販売業務受託 

（５）資本金 1,533百万円 10百万円

（６）直前事業年度の財政状態及び経
営成績 

平成26年３月期 （連結） 平成26年３月期 （単体） 

純資産 7,190 百万円 7 百万円

総資産 20,357 百万円 38 百万円

売上高 30,446 百万円 195 百万円

当期純利益 376 百万円 △3 百万円

１株当たり純利益 59.49 円 △16,290.77 円 

 

＜訂正後＞ 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（１）名称 英和株式会社 エラン株式会社 

（２）所在地 大阪市西区北堀江４丁目１番７号 
大阪市西区北堀江４丁目１番７号 英
和株式会社ビル内 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 阿部 健治 代表取締役 猪岐 道雄 

（４）事業内容 
工業用計測制御機器、環境計測・分析
機器、測定・検査機器、産業機械等の
販売 

工業用計測制御機器、環境計測・分析
機器、測定・検査機器、産業機械等の
販売業務受託 

（５）資本金 1,533百万円 10百万円

（６）直前事業年度の財政状態及び経
営成績 

平成26年３月期 （連結） 平成26年３月期 （単体） 

純資産 7,190 百万円 7 百万円

総資産 20,350 百万円 38 百万円

売上高 30,446 百万円 195 百万円

当期純利益 376 百万円 △3 百万円

１株当たり純利益 59.49 円 △16,290.77 円 

 

以上 


