
各  位 

  

  

（訂正）「平成26年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ 

  

 当社は、平成25年11月８日付で公表いたしました「平成26年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」につ

きまして、一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 また、訂正箇所につきましては、  下線を付して表示しております。 

 訂正理由につきましては、平成28年１月29日付「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

   

以  上

  

 

        平成28年２月５日

会  社  名 株 式 会 社 遠 藤 製 作 所

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長谷川 実

（ＪＡＳＤＡＱ・コード７８４１） 

問 合 せ 先

役 職 ・ 氏 名

常務取締役管理部門 

担当兼経営企画部長 
佐藤 俊明

電 話 番 号 ０２５６－６３－６１１１ 

- 1 -



「平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

１．サマリー情報 

（１）連結経営成績（累計） 

［訂正前］ 

  

［訂正後］ 

  

２．添付資料 

（１）経営成績に関する説明 

［訂正前］ 

（省略） 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高86億４百万円（前年同期比1.4％減）となりました。利

益面につきましては、営業損失２億40百万円（前年同期は３億21百万円の営業利益）、経常損失１億21百万円

（前年同期は２億88百万円の経常利益）、四半期純損失は３億56百万円（前年同期は63百万円の四半期純利益）

となりました。 

  

（省略）  

  

（ステンレス事業） 

ステンレス事業につきましては、販路の拡大、新技術開発の製品化に努めるとともに、前年にベトナム国子

会社を解散し生産体制を再構築した効果等もあり、売上高は６億10百万円（前年同期比30.2％増）、営業利益

は１億15百万円（同339.4％増）となりました。  

（省略）  

  

［訂正後］ 

（省略） 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高86億４百万円（前年同期比1.4％減）となりました。利

益面につきましては、営業損失２億17百万円（前年同期は３億33百万円の営業利益）、経常損失１億21百万円

（前年同期は２億88百万円の経常利益）、四半期純損失は３億56百万円（前年同期は63百万円の四半期純利益）

となりました。 

  

（省略） 

  

（ステンレス事業） 

ステンレス事業につきましては、販路の拡大、新技術開発の製品化に努めるとともに、前年にベトナム国子

会社を解散し生産体制を再構築した効果等もあり、売上高は６億10百万円（前年同期比30.2％増）、営業利益

は１億38百万円（同264.3％増）となりました。  

（省略） 

  

  （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  8,604  △1.4  △240  －  △121  －  △356  －

25年３月期第２四半期  8,727  19.8  321  14.0  288  69.8  63  －

  （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  8,604  △1.4  △217  －  △121  －  △356  －

25年３月期第２四半期  8,727  19.8  333  14.8  288  69.8  63  －

１．当四半期決算に関する定性的情報
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［訂正前］ 

  

３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

        
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,159,763 4,357,777

    受取手形及び売掛金 3,842,621 2,975,340

    商品及び製品 654,524 788,619

    仕掛品 983,540 863,363

    原材料及び貯蔵品 1,481,315 1,457,007

    繰延税金資産 11,884 7,410

    その他 149,243 180,132

    貸倒引当金 △22,949 △49,649

    流動資産合計 10,259,944 10,580,001

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 2,945,518 3,124,952

      機械装置及び運搬具（純額） 2,848,236 3,107,246

      工具、器具及び備品（純額） 97,789 111,669

      土地 1,736,143 1,821,876

      建設仮勘定 97,450 54,364

      有形固定資産合計 7,725,137 8,220,109

    無形固定資産 29,820 26,638

    投資その他の資産     

      投資有価証券 91,033 84,754

      投資不動産（純額） 340,549 339,509

      その他 185,175 198,507

      貸倒引当金 △5,613 △5,672

      投資その他の資産合計 611,144 617,098

    固定資産合計 8,366,103 8,863,846

  資産合計 18,626,047 19,443,848
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（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,520,556 1,480,760

    短期借入金 1,090,488 1,003,202

    未払法人税等 131,863 140,346

    未払金及び未払費用 661,118 532,860

    賞与引当金 126,075 214,755

    役員賞与引当金 10,000 －

    その他 163,365 178,245

    流動負債合計 3,703,467 3,550,171

  固定負債     

    社債 － 600,000

    長期借入金 1,243,225 1,130,083

    リース債務 391,367 393,322

    繰延税金負債 103,399 126,008

    退職給付引当金 103,964 124,581

    役員退職慰労引当金 33,447 39,729

    資産除去債務 58,360 58,798

    その他 22,363 19,224

    固定負債合計 1,956,128 2,491,747

  負債合計 5,659,595 6,041,918

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,241,788 1,241,788

    資本剰余金 1,189,873 1,189,873

    利益剰余金 11,200,930 10,756,756

    自己株式 △342,707 △327,529

    株主資本合計 13,289,885 12,860,888

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △1,514 △7,793

    為替換算調整勘定 △321,919 548,834

    その他の包括利益累計額合計 △323,433 541,041

  純資産合計 12,966,451 13,401,929

負債純資産合計 18,626,047 19,443,848
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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） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,159,763 4,357,777

    受取手形及び売掛金 3,842,621 2,975,340

    商品及び製品 654,524 788,619

    仕掛品 983,540 863,363

    原材料及び貯蔵品 1,481,315 1,457,007

    繰延税金資産 11,884 7,410

    その他 149,243 180,132

    貸倒引当金 △22,949 △49,649

    流動資産合計 10,259,944 10,580,001

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 2,945,518 3,124,952

      機械装置及び運搬具（純額） 2,848,236 3,107,246

      工具、器具及び備品（純額） 97,789 111,669

      土地 1,736,143 1,821,876

      建設仮勘定 97,450 54,364

      有形固定資産合計 7,725,137 8,220,109

    無形固定資産 29,820 26,638

    投資その他の資産     

      投資有価証券 91,033 84,754

      投資不動産（純額） 340,549 339,509

      長期未収入金 84,653 107,279

      その他 185,175 198,507

      貸倒引当金 △90,267 △112,952

      投資その他の資産合計 611,144 617,098

    固定資産合計 8,366,103 8,863,846

  資産合計 18,626,047 19,443,848
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（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,520,556 1,480,760

    短期借入金 1,090,488 1,003,202

    未払法人税等 131,863 140,346

    未払金及び未払費用 661,118 532,860

    賞与引当金 126,075 214,755

    役員賞与引当金 10,000 －

    その他 163,365 178,245

    流動負債合計 3,703,467 3,550,171

  固定負債     

    社債 － 600,000

    長期借入金 1,243,225 1,130,083

    リース債務 391,367 393,322

    繰延税金負債 103,399 126,008

    退職給付引当金 103,964 124,581

    役員退職慰労引当金 33,447 39,729

    資産除去債務 58,360 58,798

    その他 22,363 19,224

    固定負債合計 1,956,128 2,491,747

  負債合計 5,659,595 6,041,918

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,241,788 1,241,788

    資本剰余金 1,189,873 1,189,873

    利益剰余金 11,200,930 10,756,756

    自己株式 △342,707 △327,529

    株主資本合計 13,289,885 12,860,888

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △1,514 △7,793

    為替換算調整勘定 △321,919 548,834

    その他の包括利益累計額合計 △323,433 541,041

  純資産合計 12,966,451 13,401,929

負債純資産合計 18,626,047 19,443,848
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（第２四半期連結累計期間） 

［訂正前］ 

  

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（単位：千円）

    
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

売上高 8,727,227 8,604,876

売上原価 7,517,723 7,964,483

売上総利益 1,209,503 640,392

販売費及び一般管理費 887,832 880,936

営業利益又は営業損失（△） 321,671 △240,543

営業外収益     

  受取利息 17,762 8,181

  受取配当金 869 899

  投資不動産賃貸料 8,987 8,987

  為替差益 － 156,794

  その他 13,493 22,715

  営業外収益合計 41,112 197,578

営業外費用     

  支払利息 42,325 40,933

  減価償却費 10,712 12,249

  シンジケートローン手数料 8,072 10,680

  為替差損 842 －

  その他 12,747 14,809

  営業外費用合計 74,699 78,672

経常利益又は経常損失（△） 288,084 △121,638

特別利益     

  固定資産売却益 6,351 －

  特別利益合計 6,351 －

特別損失     

  減損損失 51,124 66,702

  関係会社整理損失引当金繰入額 29,358 －

  特別損失合計 80,483 66,702

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
213,952 △188,340

法人税、住民税及び事業税 132,935 139,431

法人税等調整額 17,054 29,101

法人税等合計 149,989 168,532

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
63,962 △356,872

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,962 △356,872
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

    
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

売上高 8,727,227 8,604,876

売上原価 7,510,376 7,952,584

売上総利益 1,216,851 652,292

販売費及び一般管理費 883,537 870,209

営業利益又は営業損失（△） 333,313 △217,917

営業外収益     

  受取利息 17,762 8,181

  受取配当金 869 899

  投資不動産賃貸料 8,987 8,987

  為替差益 － 156,794

  その他 13,493 22,715

  営業外収益合計 41,112 197,578

営業外費用     

  支払利息 42,325 40,933

  減価償却費 10,712 12,249

  シンジケートローン手数料 8,072 10,680

  貸倒引当金繰入額 11,642 22,626

  為替差損 842 －

  その他 12,747 14,809

  営業外費用合計 86,342 101,299

経常利益又は経常損失（△） 288,084 △121,638

特別利益     

  固定資産売却益 6,351 －

  特別利益合計 6,351 －

特別損失     

  減損損失 51,124 66,702

  関係会社整理損失引当金繰入額 29,358 －

  特別損失合計 80,483 66,702

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
213,952 △188,340

法人税、住民税及び事業税 132,935 139,431

法人税等調整額 17,054 29,101

法人税等合計 149,989 168,532

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
63,962 △356,872

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,962 △356,872
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［訂正前］ 

  

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

    
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
213,952 △188,340

  減価償却費 412,266 488,882

  減損損失 51,124 66,702

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,173 26,759

  賞与引当金の増減額（△は減少） 128,972 88,680

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △10,000

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,122 5,510

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,547 6,281

  関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 29,358 －

  受取利息及び受取配当金 △18,632 △9,081

  支払利息 42,325 40,933

  為替差損益（△は益） 6,577 △179,954

  有形固定資産売却損益（△は益） △6,351 －

  売上債権の増減額（△は増加） △370,794 1,081,478

  たな卸資産の増減額（△は増加） 98,820 297,781

  仕入債務の増減額（△は減少） 300,792 △405,483

  未収消費税等の増減額（△は増加） 16,817 △3,730

  その他 △19,820 30,804

  小計 884,905 1,337,224

  利息及び配当金の受取額 18,578 9,233

  利息の支払額 △43,786 △42,729

  法人税等の支払額 △125,695 △159,812

  営業活動によるキャッシュ・フロー 734,002 1,143,915

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  定期預金の増減額（△は増加） 151,441 96,001

  有形固定資産の取得による支出 △628,574 △322,713

  有形固定資産の売却による収入 14,509 13,708

  無形固定資産の取得による支出 △11,046 △1,013

  投資活動によるキャッシュ・フロー △473,670 △214,017

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  長期借入れによる収入 640,000 －

  長期借入金の返済による支出 △1,000,970 △304,578

  社債の発行による収入 － 600,000

  リース債務の返済による支出 △32,997 △44,588

  自己株式の売却による収入 12,582 11,999

  配当金の支払額 △88,016 △87,301

  財務活動によるキャッシュ・フロー △469,402 175,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,472 186,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,598 1,291,919

現金及び現金同等物の期首残高 2,506,887 2,174,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,301,288 3,466,395
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

    
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
213,952 △188,340

  減価償却費 412,266 488,882

  減損損失 51,124 66,702

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,468 49,385

  賞与引当金の増減額（△は減少） 128,972 88,680

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △10,000

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,122 5,510

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,547 6,281

  関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 29,358 －

  受取利息及び受取配当金 △18,632 △9,081

  支払利息 42,325 40,933

  為替差損益（△は益） 6,577 △179,954

  有形固定資産売却損益（△は益） △6,351 －

  売上債権の増減額（△は増加） △370,794 1,081,478

  たな卸資産の増減額（△は増加） 98,820 297,781

  仕入債務の増減額（△は減少） 300,792 △405,483

  未収消費税等の増減額（△は増加） 16,817 △3,730

  長期未収入金の増減額（△は増加） △11,642 △22,626

  その他 △19,820 30,804

  小計 884,905 1,337,224

  利息及び配当金の受取額 18,578 9,233

  利息の支払額 △43,786 △42,729

  法人税等の支払額 △125,695 △159,812

  営業活動によるキャッシュ・フロー 734,002 1,143,915

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  定期預金の増減額（△は増加） 151,441 96,001

  有形固定資産の取得による支出 △628,574 △322,713

  有形固定資産の売却による収入 14,509 13,708

  無形固定資産の取得による支出 △11,046 △1,013

  投資活動によるキャッシュ・フロー △473,670 △214,017

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  長期借入れによる収入 640,000 －

  長期借入金の返済による支出 △1,000,970 △304,578

  社債の発行による収入 － 600,000

  リース債務の返済による支出 △32,997 △44,588

  自己株式の売却による収入 12,582 11,999

  配当金の支払額 △88,016 △87,301

  財務活動によるキャッシュ・フロー △469,402 175,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,472 186,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,598 1,291,919

現金及び現金同等物の期首残高 2,506,887 2,174,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,301,288 3,466,395
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（セグメント情報） 

［訂正前］ 

Ⅰ．前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

  

（省略） 

  

Ⅱ．当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（省略）  

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

   

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
ゴルフ事業 

ステンレス 
事業 

鍛造事業 計 

売上高             

外部顧客に対する売上高 4,978,008 468,783 3,280,436  8,727,227  － 8,727,227

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
4,434 － －  4,434  △4,434 －

計 4,982,442 468,783 3,280,436  8,731,661  △4,434 8,727,227

セグメント利益又は損失（△） △11,682 26,348 577,888  592,554  △270,882 321,671

   

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
ゴルフ事業 

ステンレス 
事業 

鍛造事業 計 

売上高             

外部顧客に対する売上高 3,961,780 610,435 4,032,660  8,604,876  － 8,604,876

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
5,100 － －  5,100  △5,100 －

計 3,966,880 610,435 4,032,660  8,609,976  △5,100 8,604,876

セグメント利益又は損失（△） △714,721 115,784 584,845  △14,091  △226,452 △240,543
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［訂正後］ 

Ⅰ．前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

  

（省略） 

  

Ⅱ．当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（省略） 

  

   

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
ゴルフ事業 

ステンレス 
事業 

鍛造事業 計 

売上高             

外部顧客に対する売上高 4,978,008 468,783 3,280,436  8,727,227  － 8,727,227

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
4,434 － －  4,434  △4,434 －

計 4,982,442 468,783 3,280,436  8,731,661  △4,434 8,727,227

セグメント利益又は損失（△） △11,682 37,991 577,888  604,196  △270,882 333,313

   

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
ゴルフ事業 

ステンレス 
事業 

鍛造事業 計 

売上高             

外部顧客に対する売上高 3,961,780 610,435 4,032,660  8,604,876  － 8,604,876

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
5,100 － －  5,100  △5,100 －

計 3,966,880 610,435 4,032,660  8,609,976  △5,100 8,604,876

セグメント利益又は損失（△） △714,721 138,411 584,845  8,535  △226,452 △217,917
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