
各  位 

  

  

（訂正）「平成25年３月期決算短信〔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５月15日付で公表いたしました「平成25年３月期決算短信〔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 
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「平成25年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 
１．サマリー情報 
［訂正前］ 

  

  
（省略） 

  
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

  
（省略） 

  

 （省略） 
  
［訂正後］ 

  

  
（省略） 

  
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

  
（省略） 

  

 （省略）  

（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 ％ 

25年３月期  17,486  13.8  923  △23.9 1,118  0.2  484  △40.1

24年３月期  15,365  △10.0  1,213  △8.6 1,116  △2.7  809  △6.8

（注）包括利益 25年３月期 1,475百万円 （ ％）434.7   24年３月期 275百万円 （ ％） △61.2

  
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 ％ ％ ％ 

25年３月期  55.17  － 4.0  6.2  5.3

24年３月期  88.30  － 7.0  6.1  7.9

（参考）持分法投資損益 25年３月期 －百万円   24年３月期 －百万円 

  
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 

25年３月期  1,271  △1,027  △819  2,174

24年３月期  1,279  △1,212  △698  2,506

（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 ％ 

25年３月期  10,532  7.2  △78  － 380  －  210  －

24年３月期  9,823  △16.8  △129  － △20  －  △7  －

（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 ％ 

25年３月期  17,486  13.8  951  △22.7 1,100  △1.4  484  △40.1

24年３月期  15,365  △10.0  1,231  △8.2 1,116  △2.7  809  △6.8

（注）包括利益 25年３月期 1,475百万円 （ ％）434.7   24年３月期 275百万円 （ ％） △61.2

  
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 ％ ％ ％ 

25年３月期  55.17  － 4.0  6.1  5.4

24年３月期  88.30  － 7.0  6.1  8.0

（参考）持分法投資損益 25年３月期 －百万円   24年３月期 －百万円 

  
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 

25年３月期  1,253  △1,009  △819  2,174

24年３月期  1,279  △1,212  △698  2,506

（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 ％ 

25年３月期  10,532  7.2  △78  － 362  －  210  －

24年３月期  9,823  △16.8  △129  － △20  －  △7  －
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２．添付資料 

［訂正前］  

(1）経営成績に関する分析  

①当連結会計年度の経営成績 

（省略） 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高174億86百万円（前年同期比13.8％増）となりました。利益面につ

きましては、営業利益９億23百万円（同23.9％減）、経常利益11億18百万円（同0.2％増）、当期純利益４億84百

万円（同40.1％減）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、市場の回復が鈍い中、新規取引先の立上げによる受注増から、売上高は10

億34百万円（同5.9％増）、営業利益は１億７百万円（同11.2％増）となりました。   

（省略） 

  

セグメント別の売上高及び営業利益の前年同期比較 

（単位：百万円） 

  

（省略）  

  

(2）財政状態に関する分析 

  

（省略）  

  

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、12億71百万円（前年同期比0.6％減）の収入となりました。この主な要

因は、減価償却費８億47百万円、税金等調整前当期純利益７億51百万円、たな卸資産の減少３億24百万円等によ

るものであります。  

投資活動によるキャッシュ・フローは、10億27百万円（同15.2％減）の支出となりました。この主な要因は、

在外子会社において生産設備の新設に伴う有形固定資産の取得によるものであります。 

（省略） 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

増減率 
（％） 

  ゴルフ事業       

  売上高  8,792  9,708  10.4

  営業利益  617  254  △58.9

  ステンレス事業       

  売上高  976  1,034  5.9

  営業利益  96  107  11.2

  自動車等鍛造部品事業       

  売上高  5,596  6,743  20.5

  営業利益  1,047  1,109  5.9
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［訂正後］  

(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

（省略） 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高174億86百万円（前年同期比13.8％増）となりました。利益面につ

きましては、営業利益９億51百万円（同22.7％減）、経常利益11億円（同1.4％減）、当期純利益４億84百万円

（同40.1％減）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、市場の回復が鈍い中、新規取引先の立上げによる受注増から、売上高は10

億34百万円（同5.9％増）、営業利益は１億36百万円（同18.2％増）となりました。 

（省略） 

  

セグメント別の売上高及び営業利益の前年同期比較 

（単位：百万円） 

  

（省略）  

  

(2）財政状態に関する分析 

  

（省略）  

  

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、12億53百万円（前年同期比2.0％減）の収入となりました。この主な要

因は、減価償却費８億47百万円、税金等調整前当期純利益７億51百万円、たな卸資産の減少３億24百万円等によ

るものであります。  

投資活動によるキャッシュ・フローは、10億９百万円（同16.7％減）の支出となりました。この主な要因は、

在外子会社において生産設備の新設に伴う有形固定資産の取得によるものであります。 

（省略）   

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

増減率 
（％） 

  ゴルフ事業       

  売上高  8,792  9,708  10.4

  営業利益  617  254  △58.9

  ステンレス事業       

  売上高  976  1,034  5.9

  営業利益  115  136  18.2

  自動車等鍛造部品事業       

  売上高  5,596  6,743  20.5

  営業利益  1,047  1,109  5.9
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［訂正前］ 

  

４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

（単位：千円）

        
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 ※2  3,596,027 ※2  3,159,763

    受取手形及び売掛金 ※4  2,999,474 3,842,621

    商品及び製品 756,026 654,524

    仕掛品 767,457 983,540

    原材料及び貯蔵品 1,616,965 1,481,315

    繰延税金資産 11,268 11,884

    その他 134,987 149,243

    貸倒引当金 △19,421 △22,949

    流動資産合計 9,862,785 10,259,944

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） ※2  2,547,713 ※2  2,945,518

      機械装置及び運搬具（純額） 2,534,643 2,848,236

      工具、器具及び備品（純額） 117,285 97,789

      土地 ※2  1,680,365 ※2  1,736,143

      建設仮勘定 275,620 97,450

      有形固定資産合計 ※1  7,155,628 ※1  7,725,137

    無形固定資産 57,806 29,820

    投資その他の資産     

      投資有価証券 72,657 91,033

      投資不動産（純額） ※2  342,366 ※2  340,549

      その他 210,926 185,175

      貸倒引当金 △14,116 △5,613

      投資その他の資産合計 611,833 611,144

    固定資産合計 7,825,268 8,366,103

  資産合計 17,688,053 18,626,047
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（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,443,001 1,520,556

    短期借入金 ※2, 3  1,763,826 ※2, 3  1,090,488

    未払法人税等 125,654 131,863

    未払金及び未払費用 708,378 661,118

    賞与引当金 99,600 126,075

    役員賞与引当金 － 10,000

    その他 193,839 163,365

    流動負債合計 4,334,299 3,703,467

  固定負債     

    長期借入金 ※2  1,103,971 ※2  1,243,225

    リース債務 408,171 391,367

    繰延税金負債 77,857 103,399

    退職給付引当金 73,921 103,964

    役員退職慰労引当金 25,827 33,447

    資産除去債務 57,503 58,360

    その他 25,115 22,363

    固定負債合計 1,772,369 1,956,128

  負債合計 6,106,669 5,659,595

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 10,804,520 11,200,930

    自己株式 △340,544 △342,707

    株主資本合計 12,895,638 13,289,885

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △19,890 △1,514

    為替換算調整勘定 △1,294,363 △321,919

    その他の包括利益累計額合計 △1,314,254 △323,433

  純資産合計 11,581,384 12,966,451

負債純資産合計 17,688,053 18,626,047
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

        
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 ※2  3,596,027 ※2  3,159,763

    受取手形及び売掛金 ※4  2,999,474 3,842,621

    商品及び製品 756,026 654,524

    仕掛品 767,457 983,540

    原材料及び貯蔵品 1,616,965 1,481,315

    繰延税金資産 11,268 11,884

    その他 134,987 149,243

    貸倒引当金 △19,421 △22,949

    流動資産合計 9,862,785 10,259,944

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） ※2  2,547,713 ※2  2,945,518

      機械装置及び運搬具（純額） 2,534,643 2,848,236

      工具、器具及び備品（純額） 117,285 97,789

      土地 ※2  1,680,365 ※2  1,736,143

      建設仮勘定 275,620 97,450

      有形固定資産合計 ※1  7,155,628 ※1  7,725,137

    無形固定資産 57,806 29,820

    投資その他の資産     

      投資有価証券 72,657 91,033

      投資不動産（純額） ※2  342,366 ※2  340,549

      長期未収入金 ※5  38,368 ※5  84,653

      その他 210,926 185,175

      貸倒引当金 ※5  △52,484 ※5  △90,267

      投資その他の資産合計 611,833 611,144

    固定資産合計 7,825,268 8,366,103

  資産合計 17,688,053 18,626,047
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（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,443,001 1,520,556

    短期借入金 ※2, 3  1,763,826 ※2, 3  1,090,488

    未払法人税等 125,654 131,863

    未払金及び未払費用 708,378 661,118

    賞与引当金 99,600 126,075

    役員賞与引当金 － 10,000

    その他 193,839 163,365

    流動負債合計 4,334,299 3,703,467

  固定負債     

    長期借入金 ※2  1,103,971 ※2  1,243,225

    リース債務 408,171 391,367

    繰延税金負債 77,857 103,399

    退職給付引当金 73,921 103,964

    役員退職慰労引当金 25,827 33,447

    資産除去債務 57,503 58,360

    その他 25,115 22,363

    固定負債合計 1,772,369 1,956,128

  負債合計 6,106,669 5,659,595

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 10,804,520 11,200,930

    自己株式 △340,544 △342,707

    株主資本合計 12,895,638 13,289,885

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △19,890 △1,514

    為替換算調整勘定 △1,294,363 △321,919

    その他の包括利益累計額合計 △1,314,254 △323,433

  純資産合計 11,581,384 12,966,451

負債純資産合計 17,688,053 18,626,047
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［訂正前］ 

  

（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23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

売上高 15,365,312 17,486,367

売上原価 ※2  12,391,759 ※2  14,736,091

売上総利益 2,973,552 2,750,276

販売費及び一般管理費 ※1, 2  1,760,112 ※1, 2  1,826,953

営業利益 1,213,440 923,322

営業外収益     

  受取利息 25,830 18,629

  受取配当金 1,677 1,679

  投資不動産賃貸料 17,974 17,974

  保険解約返戻金 14,026 －

  助成金収入 8,867 9,459

  為替差益 － 235,753

  その他 13,392 45,225

  営業外収益合計 81,768 328,722

営業外費用     

  支払利息 100,995 80,517

  減価償却費 17,631 21,814

  シンジケートローン手数料 12,572 12,580

  為替差損 33,787 －

  その他 13,590 18,341

  営業外費用合計 178,576 133,253

経常利益 1,116,632 1,118,791

特別利益     

  固定資産売却益 ※3  11,829 ※3  31,551

  特別利益合計 11,829 31,551

特別損失     

  固定資産売却損 ※4  519 －

  減損損失 ※5  35,055 ※5  288,140

  関係会社整理損 － ※6  111,194

  特別損失合計 35,575 399,335

税金等調整前当期純利益 1,092,885 751,007

法人税、住民税及び事業税 242,005 246,493

法人税等調整額 41,486 20,087

法人税等合計 283,491 266,581

少数株主損益調整前当期純利益 809,394 484,426

当期純利益 809,394 484,426
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

売上高 15,365,312 17,486,367

売上原価 ※2  12,381,139 ※2  14,719,389

売上総利益 2,984,172 2,766,977

販売費及び一般管理費 ※1, 2  1,752,410 ※1, 2  1,815,191

営業利益 1,231,762 951,786

営業外収益     

  受取利息 25,830 18,629

  受取配当金 1,677 1,679

  投資不動産賃貸料 17,974 17,974

  保険解約返戻金 14,026 －

  助成金収入 8,867 9,459

  為替差益 － 235,753

  その他 13,392 45,225

  営業外収益合計 81,768 328,722

営業外費用     

  支払利息 100,995 80,517

  減価償却費 17,631 21,814

  シンジケートローン手数料 12,572 12,580

  貸倒引当金繰入額 ※7  18,321 ※7  46,285

  為替差損 33,787 －

  その他 13,590 18,341

  営業外費用合計 196,898 179,538

経常利益 1,116,632 1,100,969

特別利益     

  固定資産売却益 ※3  11,829 ※3  46,551

  特別利益合計 11,829 46,551

特別損失     

  固定資産売却損 ※4  519 －

  減損損失 ※5  35,055 ※5  288,140

  関係会社整理損 － ※6  108,373

  特別損失合計 35,575 396,513

税金等調整前当期純利益 1,092,885 751,007

法人税、住民税及び事業税 242,005 246,493

法人税等調整額 41,486 20,087

法人税等合計 283,491 266,581

少数株主損益調整前当期純利益 809,394 484,426

当期純利益 809,394 484,426
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［訂正前］ 

  

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25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 1,092,885 751,007

  減価償却費 794,858 847,394

  減損損失 35,055 288,140

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,870 △4,974

  賞与引当金の増減額（△は減少） △41,879 26,474

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 10,000

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △117,448 13,240

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △183,999 7,620

  関係会社整理損 － 111,194

  受取利息及び受取配当金 △27,507 △20,309

  支払利息 100,995 80,517

  為替差損益（△は益） 137,783 △233,597

  有形固定資産売却損益（△は益） △11,309 △31,551

  保険解約損益（△は益） △14,026 －

  売上債権の増減額（△は増加） 515,809 △615,137

  たな卸資産の増減額（△は増加） △682,997 324,178

  仕入債務の増減額（△は減少） 20,259 △121,583

  未収消費税等の増減額（△は増加） △6,865 5,842

  その他 11,661 150,545

  小計 1,609,405 1,589,001

  利息及び配当金の受取額 27,629 20,264

  利息の支払額 △101,513 △84,082

  法人税等の支払額 △256,212 △254,180

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,279,308 1,271,002

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） △143,586 106,120

  有形固定資産の取得による支出 △1,113,249 △1,268,658

  有形固定資産の売却による収入 24,054 141,977

  無形固定資産の取得による支出 △10,654 △14,050

  無形固定資産の売却による収入 － 30,889

  保険積立金の払戻による収入 39,411 －

  関係会社の整理による支出 － △24,452

  その他 △8,003 405

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,212,028 △1,027,769

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） △460,900 －

  長期借入れによる収入 700,000 642,500

  長期借入金の返済による支出 △632,076 △1,297,199

  リース債務の返済による支出 △59,963 △69,070

  自己株式の売却による収入 24,090 23,006

  自己株式の取得による支出 △176,420 △31,067

  配当金の支払額 △93,016 △88,016

  財務活動によるキャッシュ・フロー △698,285 △819,847

現金及び現金同等物に係る換算差額 △134,312 244,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △765,317 △332,411

現金及び現金同等物の期首残高 3,272,204 2,506,887

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,506,887 ※  2,174,475
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25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 1,092,885 751,007

  減価償却費 794,858 847,394

  減損損失 35,055 288,140

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,450 41,310

  賞与引当金の増減額（△は減少） △41,879 26,474

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 10,000

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △117,448 13,240

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △183,999 7,620

  関係会社整理損 － 108,373

  受取利息及び受取配当金 △27,507 △20,309

  支払利息 100,995 80,517

  為替差損益（△は益） 137,783 △233,597

  有形固定資産売却損益（△は益） △11,309 △46,551

  保険解約損益（△は益） △14,026 －

  売上債権の増減額（△は増加） 515,809 △615,137

  たな卸資産の増減額（△は増加） △682,997 324,178

  仕入債務の増減額（△は減少） 20,259 △121,583

  未収消費税等の増減額（△は増加） △6,865 5,842

  長期未収入金の増減額（△は増加） △18,321 △46,285

  その他 11,661 150,545

  小計 1,609,405 1,571,179

  利息及び配当金の受取額 27,629 20,264

  利息の支払額 △101,513 △84,082

  法人税等の支払額 △256,212 △254,180

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,279,308 1,253,181

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） △143,586 106,120

  有形固定資産の取得による支出 △1,113,249 △1,268,658

  有形固定資産の売却による収入 24,054 156,977

  無形固定資産の取得による支出 △10,654 △14,050

  無形固定資産の売却による収入 － 30,889

  保険積立金の払戻による収入 39,411 －

  関係会社の整理による支出 － △21,631

  その他 △8,003 405

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,212,028 △1,009,947

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） △460,900 －

  長期借入れによる収入 700,000 642,500

  長期借入金の返済による支出 △632,076 △1,297,199

  リース債務の返済による支出 △59,963 △69,070

  自己株式の売却による収入 24,090 23,006

  自己株式の取得による支出 △176,420 △31,067

  配当金の支払額 △93,016 △88,016

  財務活動によるキャッシュ・フロー △698,285 △819,847

現金及び現金同等物に係る換算差額 △134,312 244,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △765,317 △332,411

現金及び現金同等物の期首残高 3,272,204 2,506,887

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,506,887 ※  2,174,475
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［訂正前］ 

（省略）  

  

［訂正後］ 

（省略）  

  

※５ 不正行為に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。 

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

固定資産 

投資その他の資産 

長期未収入金 38,368 千円 84,653 千円

貸倒引当金 △38,368 △84,653 
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［訂正前］ 

（省略） 

  

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

（省略） 

  

※６ 関係会社整理損 

連結子会社であるENDO STAINLESS STEEL(VIETNAM)CO.,LTD.の清算に伴うものであります。 

その内訳は、為替換算調整勘定の取崩額 千円、子会社清算に必要な法定手続き、コンサルティング等の委

託費32,370千円、その他 千円であります。 

  

［訂正後］ 

（省略） 

  

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

（省略） 

  

※６ 関係会社整理損 

連結子会社であるENDO STAINLESS STEEL(VIETNAM)CO.,LTD.の清算に伴うものであります。 

その内訳は、為替換算調整勘定の取崩額 千円、子会社清算に必要な法定手続き、コンサルティング等の委

託費29,548千円、その他 千円であります。 

  

※７ 不正行為に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。 

   

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日）  

土地  千円－   31,551 千円

機械装置及び運搬具  11,618    －

工具、器具及び備品  210    －

計  11,829    31,551

73,064

5,759

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日）  

土地  千円－   46,551 千円

機械装置及び運搬具  11,618    －

工具、器具及び備品  210    －

計  11,829    46,551

73,064

5,759

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

営業外費用 

貸倒引当金繰入額 18,321 千円 46,285 千円
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［訂正前］ 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（省略）  

  

（税効果会計関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日）
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

繰延税金資産    

未払事業税  千円6,547   千円7,338

賞与引当金  37,585   46,856

たな卸資産評価損  24,258   30,749

役員退職慰労引当金  9,143   11,840

貸倒引当金  13,332   11,430

投資有価証券評価損  4,331   4,331

固定資産除却損  9,965   9,965

 退職給付引当金  12,810   19,031

 減損損失  26,407   116,289

 資産除去債務  20,356   20,660

 たな卸資産の未実現利益  5,445   5,122

 税務上の繰越欠損金  385,692   390,988

 繰越外国税額控除  20,762   －

 その他  32,224   37,691

繰延税金資産小計  608,859   712,291

評価性引当額  △592,377   △694,204

繰延税金資産合計  16,482   18,086

繰延税金負債      

前払年金費用  △55,476   △54,851

リース資産  △787   △4,175

減価償却費  △22,070   △46,032

資産除去債務に対する除去費用  △4,566   △4,249

その他  △171   △293

繰延税金負債合計  △83,071   △109,601

繰延税金資産（負債）の純額  △66,588   △91,515
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［訂正後］ 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（省略）  

  

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日）
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

繰延税金資産    

未払事業税  千円6,547   千円7,338

賞与引当金  37,585   46,856

たな卸資産評価損  24,258   30,749

役員退職慰労引当金  9,143   11,840

貸倒引当金  13,332   17,739

投資有価証券評価損  4,331   4,331

固定資産除却損  9,965   9,965

 退職給付引当金  12,810   19,031

 減損損失  26,407   116,289

 資産除去債務  20,356   20,660

 たな卸資産の未実現利益  5,445   5,122

 税務上の繰越欠損金  385,692   384,679

 繰越外国税額控除  20,762   －

 その他  32,224   37,691

繰延税金資産小計  608,859   712,291

評価性引当額  △592,377   △694,204

繰延税金資産合計  16,482   18,086

繰延税金負債      

前払年金費用  △55,476   △54,851

リース資産  △787   △4,175

減価償却費  △22,070   △46,032

資産除去債務に対する除去費用  △4,566   △4,249

その他  △171   △293

繰延税金負債合計  △83,071   △109,601

繰延税金資産（負債）の純額  △66,588   △91,515
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［訂正前］ 

（省略）  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

（単位：千円）

（省略）  

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

（単位：千円）

（省略） 

  

（セグメント情報等）

セグメント情報

  報告セグメント 
調整額 

（注）1,3 

連結 
財務諸表 
計上額 

（注）２ 
  ゴルフ事業 

ステンレス 
事業 

自動車等鍛 
造部品事業 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  8,792,742  976,553  5,596,015  15,365,312  －  15,365,312

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 9,938  －  －  9,938  △9,938  －

計  8,802,681  976,553  5,596,015  15,375,251  △9,938  15,365,312

セグメント利益  617,684  96,856  1,047,396  1,761,937  △548,496  1,213,440

セグメント資産  10,397,765  1,362,184  4,132,828  15,892,777  1,795,275  17,688,053

その他の項目                   

減価償却費  424,218  117,053  232,848  774,121  20,737  794,858

特別損失 

（減損損失） 
 35,055  －  －  35,055  －  35,055

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 440,057  183,209  627,153  1,250,420  8,542  1,258,963

  報告セグメント 
調整額 

（注）1,3 

連結 
財務諸表 
計上額 

（注）２ 
  ゴルフ事業 

ステンレス 
事業 

自動車等鍛 
造部品事業 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  9,708,438  1,034,265  6,743,663  17,486,367  －  17,486,367

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 9,418  －  －  9,418  △9,418  －

計  9,717,857  1,034,265  6,743,663  17,495,786  △9,418  17,486,367

セグメント利益  254,140  107,670  1,109,644  1,471,455  △548,133  923,322

セグメント資産  9,980,290  1,607,865  5,270,007  16,858,162  1,767,885  18,626,047

その他の項目                   

減価償却費  470,694  118,637  238,589  827,917  19,473  847,394

特別損失 

（減損損失） 
 236,964  51,176  －  288,140  －  288,140

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 135,970  61,441  804,048  1,001,459  10,517  1,011,977
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［訂正後］ 

（省略）  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

（単位：千円）

（省略）  

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

（単位：千円）

（省略） 

  

  報告セグメント 
調整額 

（注）1,3 

連結 
財務諸表 
計上額 

（注）２ 
  ゴルフ事業 

ステンレス 
事業 

自動車等鍛 
造部品事業 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  8,792,742  976,553  5,596,015  15,365,312  －  15,365,312

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 9,938  －  －  9,938  △9,938  －

計  8,802,681  976,553  5,596,015  15,375,251  △9,938  15,365,312

セグメント利益  617,684  115,178  1,047,396  1,780,259  △548,496  1,231,762

セグメント資産  10,397,765  1,362,184  4,132,828  15,892,777  1,795,275  17,688,053

その他の項目                   

減価償却費  424,218  117,053  232,848  774,121  20,737  794,858

特別損失 

（減損損失） 
 35,055  －  －  35,055  －  35,055

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 440,057  183,209  627,153  1,250,420  8,542  1,258,963

  報告セグメント 
調整額 

（注）1,3 

連結 
財務諸表 
計上額 

（注）２ 
  ゴルフ事業 

ステンレス 
事業 

自動車等鍛 
造部品事業 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  9,708,438  1,034,265  6,743,663  17,486,367  －  17,486,367

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 9,418  －  －  9,418  △9,418  －

計  9,717,857  1,034,265  6,743,663  17,495,786  △9,418  17,486,367

セグメント利益  254,140  136,134  1,109,644  1,499,919  △548,133  951,786

セグメント資産  9,980,290  1,607,865  5,270,007  16,858,162  1,767,885  18,626,047

その他の項目                   

減価償却費  470,694  118,637  238,589  827,917  19,473  847,394

特別損失 

（減損損失） 
 236,964  51,176  －  288,140  －  288,140

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 135,970  61,441  804,048  1,001,459  10,517  1,011,977

- 18 -



［訂正前］ 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

［訂正後］ 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 （注）１.当社取締役の不正行為等による不正な取引によるものであり、その金額は34,642千円であります。 

２.長期未収入金に対し84,653千円の貸倒引当金を計上しております。また、当連結会計年度において46,285千

円の貸倒引当金繰入額を計上しております。 

３.佐藤専司朗は平成24年６月28日に当社取締役に就任し、関連当事者に該当しております。 

  

（関連当事者情報）

種類 氏名 職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 科目 期末残高 

役員 佐藤専司朗 当社取締役 0.0 ― 
不正による
会社資金流
出 

34,642千円 
長期未収入
金（注） 

84,653千円
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［訂正前］ 

  

５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

（単位：千円）

        
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,107,396 1,636,530

    受取手形 ※6  99,342 87,333

    売掛金 2,224,840 2,646,346

    商品及び製品 170,043 157,676

    仕掛品 42,159 67,522

    原材料及び貯蔵品 751,595 527,622

    前払費用 17,329 12,726

    関係会社短期貸付金 853,000 93,000

    未収入金 ※3  455,528 ※3  266,769

    未収還付法人税等 479 7,094

    未収消費税等 48,108 42,266

    その他 6,259 6,863

    貸倒引当金 △21,873 △22,773

    流動資産合計 6,754,210 5,528,977

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物（純額） ※2  731,417 ※2  689,933

      構築物（純額） 26,865 22,036

      機械及び装置（純額） 242,029 208,640

      車両運搬具（純額） 735 309

      工具、器具及び備品（純額） 45,480 28,416

      土地 ※2  1,062,580 ※2  1,025,059

      建設仮勘定 10,591 20,510

      有形固定資産合計 ※1  2,119,700 ※1  1,994,906

    無形固定資産     

      特許権 1,922 1,582

      ソフトウエア 15,984 17,917

      その他 2,645 2,645

      無形固定資産合計 20,552 22,146

    投資その他の資産     

      投資有価証券 72,657 91,033

      関係会社株式 2,613,884 2,613,884

      出資金 1,143 1,143

      関係会社長期貸付金 232,000 889,000

      長期前払費用 156,891 155,821

      投資不動産（純額） ※2  342,366 ※2  340,549

      その他 26,341 16,803

      貸倒引当金 △14,696 △7,836

      投資その他の資産合計 3,430,588 4,100,399

    固定資産合計 5,570,840 6,117,451

  資産合計 12,325,050 11,646,429
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（単位：千円）

          
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形 631,153 244,447

    買掛金 ※3  906,873 ※3  923,039

    短期借入金 ※5  550,000 ※5  550,000

    1年内返済予定の長期借入金 ※2  460,640 ※2  360,929

    未払金 224,174 229,413

    未払費用 16,879 11,559

    未払法人税等 8,873 10,374

    預り金 40,264 41,219

    賞与引当金 96,486 120,465

    役員賞与引当金 － 10,000

    設備関係支払手形 30,293 2,091

    その他 3,106 224

    流動負債合計 2,968,746 2,503,764

  固定負債     

    長期借入金 ※2  933,109 ※2  572,770

    繰延税金負債 60,042 59,100

    役員退職慰労引当金 25,827 33,447

    資産除去債務 57,503 58,360

    その他 726 726

    固定負債合計 1,077,209 724,404

  負債合計 4,045,955 3,228,169

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,241,788 1,241,788

    資本剰余金     

      資本準備金 1,183,788 1,183,788

      その他資本剰余金 6,085 6,085

      資本剰余金合計 1,189,873 1,189,873

    利益剰余金     

      利益準備金 45,225 45,225

      その他利益剰余金     

        別途積立金 6,200,000 6,200,000

        繰越利益剰余金 △37,357 85,593

      利益剰余金合計 6,207,868 6,330,819

    自己株式 △340,544 △342,707

    株主資本合計 8,298,986 8,419,774

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 △19,890 △1,514

    評価・換算差額等合計 △19,890 △1,514

  純資産合計 8,279,095 8,418,259

負債純資産合計 12,325,050 11,646,429

- 21 -



［訂正後］ 

  

（単位：千円）

        
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,107,396 1,636,530

    受取手形 ※6  99,342 87,333

    売掛金 2,224,840 2,646,346

    商品及び製品 170,043 157,676

    仕掛品 42,159 67,522

    原材料及び貯蔵品 751,595 527,622

    前払費用 17,329 12,726

    関係会社短期貸付金 853,000 93,000

    未収入金 ※3  455,528 ※3  266,769

    未収還付法人税等 479 7,094

    未収消費税等 48,108 42,266

    その他 6,259 6,863

    貸倒引当金 △21,873 △22,773

    流動資産合計 6,754,210 5,528,977

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物（純額） ※2  731,417 ※2  689,933

      構築物（純額） 26,865 22,036

      機械及び装置（純額） 242,029 208,640

      車両運搬具（純額） 735 309

      工具、器具及び備品（純額） 45,480 28,416

      土地 ※2  1,062,580 ※2  1,025,059

      建設仮勘定 10,591 20,510

      有形固定資産合計 ※1  2,119,700 ※1  1,994,906

    無形固定資産     

      特許権 1,922 1,582

      ソフトウエア 15,984 17,917

      その他 2,645 2,645

      無形固定資産合計 20,552 22,146

    投資その他の資産     

      投資有価証券 72,657 91,033

      関係会社株式 2,613,884 2,613,884

      出資金 1,143 1,143

      関係会社長期貸付金 232,000 889,000

      長期前払費用 156,891 155,821

      投資不動産（純額） ※2  342,366 ※2  340,549

      長期未収入金 － ※7  17,821

      その他 26,341 16,803

      貸倒引当金 △14,696 ※7  △25,657

      投資その他の資産合計 3,430,588 4,100,399

    固定資産合計 5,570,840 6,117,451

  資産合計 12,325,050 11,646,429
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（単位：千円）

          
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形 631,153 244,447

    買掛金 ※3  906,873 ※3  923,039

    短期借入金 ※5  550,000 ※5  550,000

    1年内返済予定の長期借入金 ※2  460,640 ※2  360,929

    未払金 224,174 229,413

    未払費用 16,879 11,559

    未払法人税等 8,873 10,374

    預り金 40,264 41,219

    賞与引当金 96,486 120,465

    役員賞与引当金 － 10,000

    設備関係支払手形 30,293 2,091

    その他 3,106 224

    流動負債合計 2,968,746 2,503,764

  固定負債     

    長期借入金 ※2  933,109 ※2  572,770

    繰延税金負債 60,042 59,100

    役員退職慰労引当金 25,827 33,447

    資産除去債務 57,503 58,360

    その他 726 726

    固定負債合計 1,077,209 724,404

  負債合計 4,045,955 3,228,169

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,241,788 1,241,788

    資本剰余金     

      資本準備金 1,183,788 1,183,788

      その他資本剰余金 6,085 6,085

      資本剰余金合計 1,189,873 1,189,873

    利益剰余金     

      利益準備金 45,225 45,225

      その他利益剰余金     

        別途積立金 6,200,000 6,200,000

        繰越利益剰余金 △37,357 85,593

      利益剰余金合計 6,207,868 6,330,819

    自己株式 △340,544 △342,707

    株主資本合計 8,298,986 8,419,774

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 △19,890 △1,514

    評価・換算差額等合計 △19,890 △1,514

  純資産合計 8,279,095 8,418,259

負債純資産合計 12,325,050 11,646,429
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［訂正前］ 

  

（２）損益計算書

（単位：千円）

    
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

売上高 9,823,172 10,532,237

売上原価     

  製品期首たな卸高 185,943 170,043

  当期製品製造原価 ※1, 3  4,527,344 ※1, 3  4,990,676

  当期製品仕入高 ※1  4,161,036 ※1  4,370,735

  合計 8,874,324 9,531,456

  製品期末たな卸高 170,043 157,676

  製品売上原価 8,704,281 9,373,779

売上総利益 1,118,890 1,158,457

販売費及び一般管理費 ※2, 3  1,248,239 ※2, 3  1,236,719

営業損失（△） △129,348 △78,261

営業外収益     

  受取利息 ※1  31,420 ※1  25,145

  受取配当金 1,677 1,619

  関係会社受取配当金 72,089 362,903

  投資不動産賃貸料 28,150 28,150

  保険解約返戻金 14,026 －

  為替差益 － 68,004

  その他 15,403 26,076

  営業外収益合計 162,767 511,899

営業外費用     

  支払利息 19,463 17,978

  減価償却費 10,476 12,270

  シンジケートローン手数料 12,572 12,580

  為替差損 2,255 －

  その他 9,541 10,493

  営業外費用合計 54,309 53,324

経常利益又は経常損失（△） △20,890 380,313

特別利益     

  固定資産売却益 ※4  7,317 －

  特別利益合計 7,317 －

特別損失     

  固定資産売却損 ※5  417 －

  減損損失 － ※6  110,527

  関係会社整理損 － ※7  49,299

  特別損失合計 417 159,826

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △13,990 220,487

法人税、住民税及び事業税 2,732 10,461

法人税等調整額 △8,922 △942

法人税等合計 △6,189 9,519

当期純利益又は当期純損失（△） △7,801 210,967
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

    
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

売上高 9,823,172 10,532,237

売上原価     

  製品期首たな卸高 185,943 170,043

  当期製品製造原価 ※1, 3  4,527,344 ※1, 3  4,990,676

  当期製品仕入高 ※1  4,161,036 ※1  4,370,735

  合計 8,874,324 9,531,456

  製品期末たな卸高 170,043 157,676

  製品売上原価 8,704,281 9,373,779

売上総利益 1,118,890 1,158,457

販売費及び一般管理費 ※2, 3  1,248,239 ※2, 3  1,236,719

営業損失（△） △129,348 △78,261

営業外収益     

  受取利息 ※1  31,420 ※1  25,145

  受取配当金 1,677 1,619

  関係会社受取配当金 72,089 362,903

  投資不動産賃貸料 28,150 28,150

  保険解約返戻金 14,026 －

  為替差益 － 68,004

  その他 15,403 26,076

  営業外収益合計 162,767 511,899

営業外費用     

  支払利息 19,463 17,978

  減価償却費 10,476 12,270

  シンジケートローン手数料 12,572 12,580

  貸倒引当金繰入額 － ※8  17,821

  為替差損 2,255 －

  その他 9,541 10,493

  営業外費用合計 54,309 71,145

経常利益又は経常損失（△） △20,890 362,492

特別利益     

  固定資産売却益 ※4  7,317 －

  特別利益合計 7,317 －

特別損失     

  固定資産売却損 ※5  417 －

  減損損失 － ※6  110,527

  関係会社整理損 － ※7  31,477

  特別損失合計 417 142,005

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △13,990 220,487

法人税、住民税及び事業税 2,732 10,461

法人税等調整額 △8,922 △942

法人税等合計 △6,189 9,519

当期純利益又は当期純損失（△） △7,801 210,967
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［訂正前］ 

（省略） 

  

［訂正後］ 

（省略） 

  

※７ 不正行為に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。 

  

［訂正前］ 

（省略） 

  

※７ 関係会社整理損 

連結子会社であるENDO STAINLESS STEEL(VIETNAM)CO.,LTD.の清算に伴うものであります。 

その内訳は、子会社清算に必要な法定手続き、コンサルティング等の委託費49,299千円であります。 

  

［訂正後］ 

（省略） 

  

※７ 関係会社整理損 

連結子会社であるENDO STAINLESS STEEL(VIETNAM)CO.,LTD.の清算に伴うものであります。 

その内訳は、子会社清算に必要な法定手続き、コンサルティング等の委託費31,477千円であります。 

  

※８ 不正行為に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。 

   

（４）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

  
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

固定資産 

投資その他の資産 

長期未収入金 － 千円 17,821 千円

貸倒引当金 － △17,821 

（損益計算書関係）

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

営業外費用    

貸倒引当金繰入額 － 千円 17,821 千円
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［訂正前］ 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 （省略） 
  

［訂正後］ 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 （省略）  

（税効果会計関係）

  
前事業年度 

（平成24年３月31日）
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

繰延税金資産  

未払事業税  千円2,001   千円2,088

賞与引当金  36,472   45,536

たな卸資産評価損  17,126   29,399

役員退職慰労引当金  9,143   11,840

貸倒引当金  12,946   10,836

投資有価証券評価損  4,331   4,331

関係会社株式評価損  55,261   55,261

固定資産除却損  9,965   9,965

減損損失  21,830   59,093

資産除去債務  20,356   20,660

税務上の繰越欠損金  250,620   224,711

繰越外国税額控除  20,762   －

その他  30,196   37,499

繰延税金資産小計  491,009   511,219

評価性引当額  △491,009   △511,219

繰延税金資産合計  －   －

繰延税金負債      

前払年金費用  △55,476   △54,851

資産除去債務に対する除去費用  △4,566   △4,249

繰延税金負債合計  △60,042   △59,100

繰延税金資産（負債）の純額  △60,042   △59,100

  
前事業年度 

（平成24年３月31日）
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

繰延税金資産  

未払事業税  千円2,001   千円2,088

賞与引当金  36,472   45,536

たな卸資産評価損  17,126   29,399

役員退職慰労引当金  9,143   11,840

貸倒引当金  12,946   17,145

投資有価証券評価損  4,331   4,331

関係会社株式評価損  55,261   55,261

固定資産除却損  9,965   9,965

減損損失  21,830   59,093

資産除去債務  20,356   20,660

税務上の繰越欠損金  250,620   218,402

繰越外国税額控除  20,762   －

その他  30,196   37,499

繰延税金資産小計  491,009   511,219

評価性引当額  △491,009   △511,219

繰延税金資産合計  －   －

繰延税金負債      

前払年金費用  △55,476   △54,851

資産除去債務に対する除去費用  △4,566   △4,249

繰延税金負債合計  △60,042   △59,100

繰延税金資産（負債）の純額  △60,042   △59,100
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