
 

 
平成 26年 11月 13日 

各    位 

会  社 名  株 式 会 社 ニ  レ  コ 

代 表 者 名  代表取締役社長 川路 憲一 

（JASDAQ  コード番号 ６８６３） 

                                                           問い合せ先  常務取締役執行役員管理部門長 

                                                長 塚 寛 

                                                             （TEL 042-642-3111） 
（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16日に発表いたしました「平成26年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」におきまして、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。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値デー
タも送信いたします。 
なお、訂正箇所に下線を付して表示しております。 
 

記 
１． 訂正の内容 

【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） 
(訂正前) 

（百万円未満切捨て） 
（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 ％

26年３月期 6,920 △3.8 291 △31.6 362 △25.4 374 △28.1

25年３月期 7,191 △1.1 426 29.5 485 29.7 520 107.4

（注） 包括利益       26年３月期 386百万円（△48.1％）  25年３月期 744百万円（183.9％） 

 
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 ％ ％ ％

26年３月期 50.48 50.23 3.4 2.9 4.2

25年３月期 70.83 70.46 4.9 4.0 5.9

（参考）持分法投資損益    26年３月期  －百万円  25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

26年３月期 12,580 11,055 87.2 1,473.38

25年３月期 12,497 11,009 87.3 1,479.24

（参考）自己資本       26年３月期 10,965百万円  25年３月期 10,914百万円 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 

投資活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

26年３月期 1,093 111 △185 4,643

25年３月期 727 △203 21 3,574

２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額

（合計） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当率

（連結） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％

25年３月期 － 8.00 － 8.00 16.00 137 25.4 1.2

26年３月期 － 10.00 － 10.00 20.00 153 39.6 1.4

27年３月期(予想) － 10.00 － 10.00 20.00  40.2 

＜後略＞ 
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(訂正後) 
（百万円未満切捨て） 

（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 ％

26年３月期 6,920 △3.8 291 △31.6 361 △25.5 373 △28.2

25年３月期 7,191 △1.1 426 29.5 485 29.7 520 107.4

（注） 包括利益       26年３月期 386百万円（△48.1％）  25年３月期 744百万円（183.9％） 

 
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 ％ ％ ％

26年３月期 50.40 50.12 3.4 2.9 4.2

25年３月期 70.83 70.46 4.9 4.0 5.9

（参考）持分法投資損益    26年３月期  －百万円  25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

26年３月期 12,584 11,055 87.1 1,473.38

25年３月期 12,497 11,009 87.3 1,479.24

（参考）自己資本       26年３月期 10,965百万円  25年３月期 10,914百万円 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 

投資活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

26年３月期 1,093 111 △185 4,643

25年３月期 727 △203 21 3,574

２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額

（合計） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当率

（連結） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％

25年３月期 － 8.00 － 8.00 16.00 137 25.4 1.2

26年３月期 － 10.00 － 10.00 20.00 153 39.7 1.4

27年３月期(予想) － 10.00 － 10.00 20.00  40.2 

＜後略＞ 
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〔サマリー情報〕 

（参考）個別業績の概要 

１．平成26年３月期の個別業績（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

 (訂正前) 
（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 ％

26年３月期 6,484 △2.4 249 △17.1 355 △8.7 897 91.6

25年３月期 6,641 △2.0 300 43.0 389 34.7 468 126.9
 

 
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  

26年３月期 121.09 120.48  

25年３月期 63.74 63.40  
 
（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

26年３月期 11,981 10,787 89.4 1,446.42

25年３月期 11,412 10,097 88.3 1,365.33

（参考）自己資本       26年３月期 10,764百万円  25年３月期 10,074百万円 

 
＜後略＞ 
 
(訂正後) 
（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 ％

26年３月期 6,484 △2.4 251 △16.3 355 △8.7 897 91.6

25年３月期 6,641 △2.0 300 43.0 389 34.7 468 126.9
 

 
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  

26年３月期 121.09 120.42  
25年３月期 63.74 63.40  
 
（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

26年３月期 11,986 10,787 89.8 1,446.42

25年３月期 11,412 10,097 88.3 1,365.33

（参考）自己資本       26年３月期 10,764百万円  25年３月期 10,074百万円 

 
＜後略＞ 
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【訂正箇所】 

 添付書類２ページ １．経営成績・財政状態に関する分析 

(1) 経営成績に関する分析 

 （訂正前） 

ａ．当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、新興国や欧州経済の先行きに不透明感が残る中、政府の経済対策や円安傾向の

持続による効果もあり、本格的な回復に向けた動きが徐々に高まってまいりました。 

しかしながら、当社グループ（当社及び連結子会社）の主要取引先であります印刷業、紙加工業、電子部材

メーカー、鉄鋼業及び化学工業などの設備投資に向けた動きは、一部業種に表れ始めたものの、市場動向を見

極めたいという姿勢が根強く、概して慎重な傾向が続きました。 

このような情勢の下、当社グループは、高機能フィルムや農業向け製品の製造・販売に注力しながら新たな

展開によるニーズの創出に努めた結果、売上高は6,920百万円（前年同期比96.2％）、営業利益は291百万円

（前年同期比68.4％）、経常利益は362百万円（前年同期比74.6％）となりました。また、保有株式の売却によ

る特別利益として投資有価証券売却益142百万円等の計上などにより、当期純利益は374百万円（前年同期比

71.9％）となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりです。 

 

 （訂正後） 

ａ．当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、新興国や欧州経済の先行きに不透明感が残る中、政府の経済対策や円安傾向の

持続による効果もあり、本格的な回復に向けた動きが徐々に高まってまいりました。 

しかしながら、当社グループ（当社及び連結子会社）の主要取引先であります印刷業、紙加工業、電子部材

メーカー、鉄鋼業及び化学工業などの設備投資に向けた動きは、一部業種に表れ始めたものの、市場動向を見

極めたいという姿勢が根強く、概して慎重な傾向が続きました。 

このような情勢の下、当社グループは、高機能フィルムや農業向け製品の製造・販売に注力しながら新たな

展開によるニーズの創出に努めた結果、売上高は6,920百万円（前年同期比96.2％）、営業利益は291百万円

（前年同期比68.4％）、経常利益は361百万円（前年同期比74.5％）となりました。また、保有株式の売却によ

る特別利益として投資有価証券売却益142百万円等の計上などにより、当期純利益は373百万円（前年同期比

71.8％）となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりです。 
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【訂正箇所】 

 添付書類４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） 

① 資産、負債、純資産の状況に関する分析 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて82百万円増加し12,580百万円となりました。こ

れは主に受取手形及び売掛金の減少273百万円、投資有価証券及び有価証券の売却を主な要因とした減少258百万円、

棚卸資産の減少293百万円、破産更生債権等の減少104百万円などがあったものの、売掛債権の回収を主な理由とし

た現金及び預金の増加1,194百万円などがあった事によります。また、負債は前連結会計年度末に比べて36百万円

増加し1,524百万円となりました。これは主に繰延税金負債の減少74百万円、未払費用の減少47百万円、流動負債

その他の減少35百万円、長期借入金の減少32百万円があったものの、退職給付に関する会計基準等の適用に伴う退

職給付引当金減少及び退職給付に係る負債の増加が245百万円、支払手形及び買掛金の増加22百万円があった事に

よります。 

純資産は前連結会計年度末に比べて45百万円増加し11,055百万円となりました。これは主にその他有価証券評価

差額金の減少88百万円、退職給付に係る調整累計額△200百万円の発生があったものの、為替換算調整勘定の増加

85百万円、ストックオプションの権利行使や売却による自己株式の減少43百万円、利益剰余金の増加211百万円が

あった事によります。 

この結果、自己資本比率は87.2％となりました。 

② キャッシュ・フローの概況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきましては、営業活動により1,093

百万円、投資活動により111百万円増加したものの、財務活動により185百万円減少しました。その結果、当連結会

計年度末の資金残高は前連結会計年度末と比べて1,068百万円増加し4,643百万円となりました。 

当第連結会計年度末における各キャッシュ・フローの概況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,093百万円（前年同期比365百万円の増加）となりました。これは主なフロー

アウトに投資有価証券売却益158百万円などがあったものの、主なフローインとして税金等調整前当期純利益479

百万円、たな卸資産の減少313百万円、売上債権の減少288百万円などがあった事によります。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

① 資産、負債、純資産の状況に関する分析 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて87百万円増加し12,584百万円となりました。こ

れは主に受取手形及び売掛金の減少273百万円、投資有価証券及び有価証券の売却を主な要因とした減少258百万円、

棚卸資産の減少293百万円、破産更生債権等の減少104百万円などがあったものの、売掛債権の回収を主な理由とし

た現金及び預金の増加1,194百万円などがあった事によります。また、負債は前連結会計年度末に比べて41百万円

増加し1,529百万円となりました。これは主に繰延税金負債の減少69百万円、未払費用の減少47百万円、流動負債

その他の減少35百万円、長期借入金の減少32百万円があったものの、退職給付に関する会計基準等の適用に伴う退

職給付引当金減少及び退職給付に係る負債の増加が245百万円、支払手形及び買掛金の増加22百万円があった事に

よります。 

純資産は前連結会計年度末に比べて45百万円増加し11,055百万円となりました。これは主にその他有価証券評価

差額金の減少88百万円、退職給付に係る調整累計額△200百万円の発生があったものの、為替換算調整勘定の増加

85百万円、ストックオプションの権利行使や売却による自己株式の減少43百万円、利益剰余金の増加211百万円が

あった事によります。 

この結果、自己資本比率は87.1％となりました。 

② キャッシュ・フローの概況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきましては、営業活動により1,093

百万円、投資活動により111百万円増加したものの、財務活動により185百万円減少しました。その結果、当連結会

計年度末の資金残高は前連結会計年度末と比べて1,069百万円増加し4,643百万円となりました。 

当第連結会計年度末における各キャッシュ・フローの概況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,093百万円（前年同期比365百万円の増加）となりました。これは主なフロー

アウトに投資有価証券売却益158百万円などがあったものの、主なフローインとして税金等調整前当期純利益478

百万円、たな卸資産の減少313百万円、売上債権の減少288百万円などがあった事によります。 

＜後略＞ 

－5－



 

【訂正箇所】 

 添付書類10～13ページ ４．連結財務諸表 

（訂正前） 

（１）連結貸借対照表 

 (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) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,648,003 4,842,266

受取手形及び売掛金 2,857,019 2,583,622

有価証券 72,787 51,192

商品及び製品 1,215,001 958,705

仕掛品 491,918 465,436

原材料及び貯蔵品 477,263 466,351

繰延税金資産 333,677 224,185

その他 239,188 142,696

貸倒引当金 △28,741 △25,121

流動資産合計 9,306,118 9,709,334

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,772,307 1,776,355

減価償却累計額 △1,353,695 △1,395,849

建物及び構築物（純額） 418,612 380,505

機械装置及び運搬具 484,593 461,931

減価償却累計額 △395,251 △393,525

機械装置及び運搬具（純額） 89,341 68,405

工具、器具及び備品 697,931 700,697

減価償却累計額 △632,670 △626,412

工具、器具及び備品（純額） 65,260 74,285

土地 650,942 644,942

建設仮勘定 4,140 35,021

有形固定資産合計 1,228,297 1,203,161

無形固定資産 

リース資産 108,964 110,888

その他 27,603 12,252

無形固定資産合計 136,567 123,140

投資その他の資産 

投資有価証券 1,356,520 1,120,065

長期貸付金 261,350 212,293

繰延税金資産 2,521 38,515

破産更生債権等 172,195 67,799

その他 209,010 191,128

貸倒引当金 △175,229 △85,414

投資その他の資産合計 1,826,369 1,544,388

固定資産合計 3,191,234 2,870,690

資産合計 12,497,352 12,580,025

－6－



 

 

 (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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 245,420 267,917

1年内返済予定の長期借入金 32,000 32,000

リース債務 30,107 31,447

未払費用 382,159 334,274

未払法人税等 39,668 26,689

未払消費税等 39,017 26,422

役員賞与引当金 24,100 24,000

工事損失引当金 108,470 93,270

その他 198,443 163,322

流動負債合計 1,099,386 999,343

固定負債 

長期借入金 112,000 80,000

リース債務 78,857 79,440

退職給付引当金 103,752 -

役員退職慰労引当金 19,306 16,814

退職給付に係る負債 - 349,027

繰延税金負債 74,250 -

負ののれん 266 -

固定負債合計 388,432 525,282

負債合計 1,487,818 1,524,625

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,072,352 3,072,352

資本剰余金 4,124,646 4,124,646

利益剰余金 4,809,504 5,020,680

自己株式 △1,242,065 △1,198,855

株主資本合計 10,764,438 11,018,823

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 164,672 76,533

為替換算調整勘定 △14,331 70,711

退職給付に係る調整累計額 - △200,931

その他の包括利益累計額合計 150,341 △53,686

新株予約権 23,425 22,627

少数株主持分 71,329 67,634

純資産合計 11,009,533 11,055,399

負債純資産合計 12,497,352 12,580,025

－7－



 

（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：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) 

売上高 7,191,573 6,920,918

売上原価 4,700,336 4,715,368

売上総利益 2,491,236 2,205,550

販売費及び一般管理費 2,064,742 1,913,766

営業利益 426,494 291,784

営業外収益 

受取利息 24,489 24,815

受取配当金 6,656 7,089

負ののれん償却額 12,714 266

投資有価証券売却益 7,032 16,133

その他 20,896 34,120

営業外収益合計 71,789 82,423

営業外費用 

支払利息 4,061 1,909

手形売却損 3,460 3,525

その他 4,823 6,342

営業外費用合計 12,345 11,776

経常利益 485,938 362,431

特別利益 

投資有価証券売却益 - 142,379

負ののれん発生益 14,536 15,899

特別利益合計 14,536 158,279

特別損失 

固定資産除却損 15,530 -

投資有価証券評価損 - 13,460

貸倒引当金繰入額 - 15,000

ソフトウエア除却損 - 12,878

特別損失合計 15,530 41,338

税金等調整前当期純利益 484,945 479,371

法人税、住民税及び事業税 52,700 34,833

法人税等調整額 △90,079 68,392

法人税等合計 △37,379 103,226

少数株主損益調整前当期純利益 522,324 376,145

少数株主利益 1,830 1,948

当期純利益 520,493 374,197

－8－



 

（連結包括利益計算書） 

 （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) 

少数株主損益調整前当期純利益 522,324 376,145

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 168,300 △88,138

為替換算調整勘定 53,900 98,299

その他の包括利益合計 222,200 10,161

包括利益 744,524 386,306

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 736,542 371,101

少数株主に係る包括利益 7,981 15,205

－9－



 

（訂正後） 

（１）連結貸借対照表 

 (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) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,648,003 4,842,266

受取手形及び売掛金 2,857,019 2,583,622

有価証券 72,787 51,192

商品及び製品 1,215,001 958,705

仕掛品 491,918 465,436

原材料及び貯蔵品 477,263 466,351

繰延税金資産 333,677 267,584

その他 239,188 142,696

貸倒引当金 △28,741 △25,121

流動資産合計 9,306,118 9,752,733

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,772,307 1,776,355

減価償却累計額 △1,353,695 △1,395,849

建物及び構築物（純額） 418,612 380,505

機械装置及び運搬具 484,593 461,931

減価償却累計額 △395,251 △393,525

機械装置及び運搬具（純額） 89,341 68,405

工具、器具及び備品 697,931 700,697

減価償却累計額 △632,670 △626,412

工具、器具及び備品（純額） 65,260 74,285

土地 650,942 644,942

建設仮勘定 4,140 35,021

有形固定資産合計 1,228,297 1,203,161

無形固定資産 

リース資産 108,964 110,888

その他 27,603 12,252

無形固定資産合計 136,567 123,140

投資その他の資産 

投資有価証券 1,356,520 1,120,065

長期貸付金 261,350 212,293

繰延税金資産 2,521 -

破産更生債権等 172,195 67,799

その他 209,010 191,128

貸倒引当金 △175,229 △85,414

投資その他の資産合計 1,826,369 1,505,872

固定資産合計 3,191,234 2,832,174

資産合計 12,497,352 12,584,908

－10－



 

 

 (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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 245,420 267,917

1年内返済予定の長期借入金 32,000 32,000

リース債務 30,107 31,447

未払費用 382,159 334,274

未払法人税等 39,668 26,689

未払消費税等 39,017 26,422

役員賞与引当金 24,100 24,000

工事損失引当金 108,470 93,270

その他 198,443 163,322

流動負債合計 1,099,386 999,343

固定負債 

長期借入金 112,000 80,000

リース債務 78,857 79,440

退職給付引当金 103,752 -

役員退職慰労引当金 19,306 16,814

退職給付に係る負債 - 349,027

繰延税金負債 74,250 4,882

負ののれん 266 -

固定負債合計 388,432 530,165

負債合計 1,487,818 1,529,508

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,072,352 3,072,352

資本剰余金 4,124,646 4,124,646

利益剰余金 4,809,504 5,020,680

自己株式 △1,242,065 △1,198,855

株主資本合計 10,764,438 11,018,823

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 164,672 76,533

為替換算調整勘定 △14,331 70,711

退職給付に係る調整累計額 - △200,931

その他の包括利益累計額合計 150,341 △53,686

新株予約権 23,425 22,627

少数株主持分 71,329 67,634

純資産合計 11,009,533 11,055,399

負債純資産合計 12,497,352 12,584,908

－11－



 

（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：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) 

売上高 7,191,573 6,920,918

売上原価 4,700,336 4,715,368

売上総利益 2,491,236 2,205,550

販売費及び一般管理費 2,064,742 1,913,766

営業利益 426,494 291,784

営業外収益 

受取利息 24,489 24,815

受取配当金 6,656 7,089

負ののれん償却額 12,714 266

投資有価証券売却益 7,032 16,133

その他 20,896 34,120

営業外収益合計 71,789 82,423

営業外費用 

支払利息 4,061 1,909

手形売却損 3,460 3,525

その他 4,823 6,902

営業外費用合計 12,345 12,337

経常利益 485,938 361,870

特別利益 

投資有価証券売却益 - 142,379

負ののれん発生益 14,536 15,899

特別利益合計 14,536 158,279

特別損失 

固定資産除却損 15,530 -

投資有価証券評価損 - 13,460

貸倒引当金繰入額 - 15,000

ソフトウエア除却損 - 12,878

特別損失合計 15,530 41,338

税金等調整前当期純利益 484,945 478,810

法人税、住民税及び事業税 52,700 34,833

法人税等調整額 △90,079 68,392

法人税等合計 △37,379 103,226

少数株主損益調整前当期純利益 522,324 375,584

少数株主利益 1,830 1,948

当期純利益 520,493 373,636

－12－



 

（連結包括利益計算書） 

 （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) 

少数株主損益調整前当期純利益 522,324 375,584

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 168,300 △88,138

為替換算調整勘定 53,900 98,299

その他の包括利益合計 222,200 10,161

包括利益 744,524 385,745

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 736,542 370,540

少数株主に係る包括利益 7,981 15,205

－13－



 

【訂正箇所】 

 添付書類15ページ ４．連結財務諸表 （３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

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） 

(単位：千円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 3,072,352 4,124,646 4,809,504 △1,242,065 10,764,438

当期変動額   

剰余金の配当  △153,073  △153,073

当期純利益  374,197  374,197

自己株式の取得  △36 △36

自己株式の処分  △9,386 43,246 33,860

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）  △560  △560

当期変動額合計  211,175 43,209 254,385

当期末残高 3,072,352 4,124,646 5,020,680 △1,198,855 11,018,823

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

 
その他有価証

券評価差額金 
為替換算調整

勘定 
退職給付に係

る調整累計額

その他の包括

利益累計額合

計 

当期首残高 164,672 △14,331 - 150,341 23,425 71,329 11,009,533

当期変動額    

剰余金の配当    △153,073

当期純利益    374,197

自己株式の取得    △36

自己株式の処分    33,860

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△88,138 85,043 △200,931 △204,027 △798 △3,694 △209,081

当期変動額合計 △88,138 85,043 △200,931 △204,027 △798 △3,694 45,865

当期末残高 76,533 70,711 △200,931 △53,686 22,627 67,634 11,055,399

－14－



 

（訂正後） 

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） 

(単位：千円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 3,072,352 4,124,646 4,809,504 △1,242,065 10,764,438

当期変動額   

剰余金の配当  △153,073  △153,073

当期純利益  373,636  373,636

自己株式の取得  △36 △36

自己株式の処分  △9,386 43,246 33,860

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）  -  -

当期変動額合計  211,175 43,209 254,385

当期末残高 3,072,352 4,124,646 5,020,680 △1,198,855 11,018,823

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

 
その他有価証

券評価差額金 
為替換算調整

勘定 
退職給付に係

る調整累計額

その他の包括

利益累計額合

計 

当期首残高 164,672 △14,331 - 150,341 23,425 71,329 11,009,533

当期変動額    

剰余金の配当    △153,073

当期純利益    373,636

自己株式の取得    △36

自己株式の処分    33,860

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△88,138 85,043 △200,931 △204,027 △798 △3,694 △208,520

当期変動額合計 △88,138 85,043 △200,931 △204,027 △798 △3,694 45,865

当期末残高 76,533 70,711 △200,931 △53,686 22,627 67,634 11,055,399

－15－



 

【訂正箇所】 

 添付書類16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 484,945 479,371

減価償却費 154,516 138,746

のれん償却額 △12,714 △266

長期前払費用償却額 1,942 8,574

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,600 △100

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58,286 11,280

工事損失引当金の増減額（△は減少） △35,341 15,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,068 △103,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 136,491

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,109 △2,492

受取利息及び受取配当金 △31,146 △31,904

支払利息 4,061 1,909

為替差損益（△は益） △1,028 △611

負ののれん発生益 △14,536 △15,899

投資有価証券売却損益（△は益） △7,032 △158,512

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,460

固定資産除却損 16,614 12,947

売上債権の増減額（△は増加） 88,840 288,127

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,871 313,612

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,927 105,790

仕入債務の増減額（△は減少） △44,450 18,135

未払費用の増減額（△は減少） △17,934 △47,884

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,429 △16,947

その他の流動負債の増減額（△は減少） 11,006 △56,156

その他 9,371 10,045

小計 753,333 1,119,173

利息及び配当金の受取額 28,023 29,865

利息の支払額 △4,061 △1,909

法人税等の支払額 △60,520 △69,509

法人税等の還付額 10,867 15,399

営業活動によるキャッシュ・フロー 727,642 1,093,019

＜後略＞

－16－



 

（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 484,945 478,810

減価償却費 154,516 138,746

のれん償却額 △12,714 △266

長期前払費用償却額 1,942 8,574

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,600 △100

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58,286 11,280

工事損失引当金の増減額（△は減少） △35,341 15,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,068 △103,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 136,491

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,109 △2,492

受取利息及び受取配当金 △31,146 △31,904

支払利息 4,061 1,909

為替差損益（△は益） △1,028 △611

負ののれん発生益 △14,536 △15,899

投資有価証券売却損益（△は益） △7,032 △158,512

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,460

固定資産除却損 16,614 12,947

売上債権の増減額（△は増加） 88,840 288,127

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,871 313,612

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,927 105,790

仕入債務の増減額（△は減少） △44,450 18,135

未払費用の増減額（△は減少） △17,934 △47,884

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,429 △16,947

その他の流動負債の増減額（△は減少） 11,006 △56,156

その他 9,371 10,613

小計 753,333 1,119,173

利息及び配当金の受取額 28,023 29,865

利息の支払額 △4,061 △1,909

法人税等の支払額 △60,520 △69,509

法人税等の還付額 10,867 15,399

営業活動によるキャッシュ・フロー 727,642 1,093,019

＜後略＞
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【訂正箇所】 

 添付書類21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 

（連結損益計算書関係） 

（訂正前） 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

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） 

貸倒引当金繰入額 58,286千円 △3,719千円

給与手当 544,284 511,608 

役員賞与引当金繰入額 24,100 24,000 

研究開発費 177,631 206,894 

 

（訂正後） 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

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） 

貸倒引当金繰入額 58,286千円 △3,719千円

給与手当 544,284 511,608 

役員賞与引当金繰入額 24,100 24,000 

研究開発費 177,631 206,894 

退職給付費用 40,154 28,364 

役員退職慰労引当金繰入額 1,969 1,347 
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【訂正箇所】 

 添付書類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 

（セグメント情報等）【セグメント情報】 

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 

（訂正前） 

 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） 

（単位：千円）

 報告セグメント 
その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２ 

連結財務諸表

計上額 

（注）４  
プロセス 

事業 

ウェブ 

事業 

検査機 

事業 
計 

売上高     

外部顧客への

売上高 
2,308,485 2,979,745 1,597,123 6,885,353 35,565 6,920,918 - 6,920,918

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

- - - - - - - -

計 2,308,485 2,979,745 1,597,123 6,885,353 35,565 6,920,918 - 6,920,918

セグメント利益 242,814 352,124 214,699 809,637 △3,346 806,291 △514,507 291,784

セグメント資産 1,502,745 2,445,451 773,382 4,721,578 20,079 4,741,657 7,838,367 12,580,025

その他の項目     

減価償却費

（注）３ 
19,105 8,260 14,359 41,724 - 41,724 105,597 147,321

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額

（注）３ 

14,408 14,463 5,325 34,196 - 34,196 48,897 83,093

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械部品製作事業、電子機

器組立事業などを含んでおります。 

 

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

 セグメント利益  （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 全社費用 △526,321 △514,508

 合計 △526,321 △514,508

（注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない当社の管理部門に係る費用であります。 

 

 セグメント資産  （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 全社資産 6,829,745 7,838,367

 合計 6,829,745 7,838,367

（注）全社資産は、主に当社の資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、報告セグメ

ントに配分していない当社の土地、建物であります。 

＜後略＞ 
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（訂正後） 

 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） 

（単位：千円）

 報告セグメント 
その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２ 

連結財務諸表

計上額 

（注）４  
プロセス 

事業 

ウェブ 

事業 

検査機 

事業 
計 

売上高     

外部顧客への

売上高 
2,308,485 2,979,745 1,597,123 6,885,353 35,565 6,920,918 - 6,920,918

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

- - - - - - - -

計 2,308,485 2,979,745 1,597,123 6,885,353 35,565 6,920,918 - 6,920,918

セグメント利益 242,814 352,124 214,699 809,637 △3,346 806,291 △514,507 291,784

セグメント資産 1,502,745 2,445,451 773,382 4,721,578 20,079 4,741,657 7,843,250 12,584,908

その他の項目     

減価償却費

（注）３ 
19,105 8,260 14,359 41,724 - 41,724 105,597 147,321

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額

（注）３ 

14,408 14,463 5,325 34,196 - 34,196 48,897 83,093

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械部品製作事業、電子機

器組立事業などを含んでおります。 

 

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

 セグメント利益  （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 全社費用 △526,321 △514,507

 合計 △526,321 △514,507

（注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない当社の管理部門に係る費用であります。 

 

 セグメント資産  （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 全社資産 6,829,745 7,843,250

 合計 6,829,745 7,843,250

（注）全社資産は、主に当社の資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、報告セグメ

ントに配分していない当社の土地、建物であります。 

＜後略＞ 
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【訂正箇所】 

 添付書類29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 

（１株当たり情報） 

（訂正前） 

 

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） 

１株当たり純資産額 1,479.24円 1,473.38円 

１株当たり当期純利益金額 70.83円 50.48円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
70.46円 50.23円 

（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。 

 

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） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 520,493 374,197 

普通株主に帰属しない金額（千円） － - 

普通株式に係る当期純利益（千円） 520,493 374,197 

期中平均株式数（千株） 7,348 7,412 

   

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（千円） － - 

普通株式増加数（千株） 38 37 

（うち新株予約権） (38) (37) 

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の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

────── ────── 
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（訂正後） 

 

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） 

１株当たり純資産額 1,479.24円 1,473.38円 

１株当たり当期純利益金額 70.83円 50.40円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
70.46円 50.12円 

（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。 

 

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） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 520,493 373,636 

普通株主に帰属しない金額（千円） － - 

普通株式に係る当期純利益（千円） 520,493 373,636 

期中平均株式数（千株） 7,348 7,412 

   

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（千円） － - 

普通株式増加数（千株） 38 41 

（うち新株予約権） (38) (41) 

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の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

────── ────── 

 

以上 
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