
各  位 

  

  

（訂正）「平成26年３月期第１四半期決算短信〔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８月９日付で公表いたしました「平成26年３月期第１四半期決算短信〔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 
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「平成26年３月期 第１四半期決算短信〔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）  

このような状況のもと、当社グループは、ステンレス事業及び自動車等鍛造部品事業は増収となったものの、

ゴルフ事業において、海外製品との価格競争の激化等から減収となった結果、当第１四半期連結累計期間におけ

る売上高は42億94百万円（前年同期比3.3％減）となりました。利益面につきましては、ゴルフ事業の売上高減少

に加え、円安バーツ高によりタイ国子会社からの輸入コストが上昇し、営業損失１億59百万円（前年同期は２億

13百万円の営業利益）となり、また、円安の進行に伴い為替差益が発生したこと等から、経常損失18百万円（前

年同期は２億61百万円の経常利益）、四半期純損失１億19百万円（前年同期は１億92百万円の四半期純利益）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、新機能・新分野製品の開発、販路の拡大等を強化するとともに、前連結会

計年度に実施したベトナム国子会社解散による生産体制再構築の奏効もあり、売上高２億94百万円（前年同期

比32.6％増）、営業利益55百万円（前年同期比54百万円の増益）となりました。  

（省略）  

  

［訂正後］ 

（省略）  

このような状況のもと、当社グループは、ステンレス事業及び自動車等鍛造部品事業は増収となったものの、

ゴルフ事業において、海外製品との価格競争の激化等から減収となった結果、当第１四半期連結累計期間におけ

る売上高は42億94百万円（前年同期比3.3％減）となりました。利益面につきましては、ゴルフ事業の売上高減少

に加え、円安バーツ高によりタイ国子会社からの輸入コストが上昇し、営業損失１億48百万円（前年同期は２億

18百万円の営業利益）となり、また、円安の進行に伴い為替差益が発生したこと等から、経常損失18百万円（前

年同期は２億61百万円の経常利益）、四半期純損失１億19百万円（前年同期は１億92百万円の四半期純利益）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、新機能・新分野製品の開発、販路の拡大等を強化するとともに、前連結会

計年度に実施したベトナム国子会社解散による生産体制再構築の奏効もあり、売上高２億94百万円（前年同期

比32.6％増）、営業利益66百万円（同980.6％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１四半期  4,294  △3.3  △159  －  △18  －  △119  －

25年３月期第１四半期  4,439  31.8  213 259.3  261  443.8  192  －

  （％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１四半期  4,294  △3.3  △148  －  △18  －  △119  －

25年３月期第１四半期  4,439  31.8  218 245.5  261  443.8  192  －

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１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,159,763 4,180,334

    受取手形及び売掛金 3,842,621 3,659,618

    商品及び製品 654,524 924,944

    仕掛品 983,540 855,802

    原材料及び貯蔵品 1,481,315 1,540,091

    繰延税金資産 11,884 3,325

    その他 149,243 149,197

    貸倒引当金 △22,949 △19,127

    流動資産合計 10,259,944 11,294,186

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 2,945,518 3,211,648

      機械装置及び運搬具（純額） 2,848,236 3,249,339

      工具、器具及び備品（純額） 97,789 106,541

      土地 1,736,143 1,831,962

      建設仮勘定 97,450 29,321

      有形固定資産合計 7,725,137 8,428,814

    無形固定資産 29,820 27,920

    投資その他の資産     

      投資有価証券 91,033 78,803

      投資不動産（純額） 340,549 340,162

      その他 185,175 188,723

      貸倒引当金 △5,613 △5,705

      投資その他の資産合計 611,144 601,983

    固定資産合計 8,366,103 9,058,718

  資産合計 18,626,047 20,352,905
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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１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,520,556 1,674,572

    短期借入金 1,090,488 1,073,984

    未払法人税等 131,863 144,371

    未払金及び未払費用 661,118 748,137

    賞与引当金 126,075 130,494

    役員賞与引当金 10,000 －

    その他 163,365 233,363

    流動負債合計 3,703,467 4,004,923

  固定負債     

    社債 － 600,000

    長期借入金 1,243,225 1,242,518

    リース債務 391,367 420,235

    繰延税金負債 103,399 128,962

    退職給付引当金 103,964 125,532

    役員退職慰労引当金 33,447 38,034

    資産除去債務 58,360 58,579

    その他 22,363 22,368

    固定負債合計 1,956,128 2,636,231

  負債合計 5,659,595 6,641,155

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 10,994,385

    自己株式 △342,707 △334,951

    株主資本合計 13,289,885 13,091,096

  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 △13,743

    為替換算調整勘定 △321,919 634,397

    その他の包括利益累計額合計 △323,433 620,654

  純資産合計 12,966,451 13,711,750

負債純資産合計 18,626,047 20,352,905
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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１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,159,763 4,180,334

    受取手形及び売掛金 3,842,621 3,659,618

    商品及び製品 654,524 924,944

    仕掛品 983,540 855,802

    原材料及び貯蔵品 1,481,315 1,540,091

    繰延税金資産 11,884 3,325

    その他 149,243 149,197

    貸倒引当金 △22,949 △19,127

    流動資産合計 10,259,944 11,294,186

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 2,945,518 3,211,648

      機械装置及び運搬具（純額） 2,848,236 3,249,339

      工具、器具及び備品（純額） 97,789 106,541

      土地 1,736,143 1,831,962

      建設仮勘定 97,450 29,321

      有形固定資産合計 7,725,137 8,428,814

    無形固定資産 29,820 27,920

    投資その他の資産     

      投資有価証券 91,033 78,803

      投資不動産（純額） 340,549 340,162

      長期未収入金 84,653 95,811

      その他 185,175 188,723

      貸倒引当金 △90,267 △101,517

      投資その他の資産合計 611,144 601,983

    固定資産合計 8,366,103 9,058,718

  資産合計 18,626,047 20,352,905
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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１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,520,556 1,674,572

    短期借入金 1,090,488 1,073,984

    未払法人税等 131,863 144,371

    未払金及び未払費用 661,118 748,137

    賞与引当金 126,075 130,494

    役員賞与引当金 10,000 －

    その他 163,365 233,363

    流動負債合計 3,703,467 4,004,923

  固定負債     

    社債 － 600,000

    長期借入金 1,243,225 1,242,518

    リース債務 391,367 420,235

    繰延税金負債 103,399 128,962

    退職給付引当金 103,964 125,532

    役員退職慰労引当金 33,447 38,034

    資産除去債務 58,360 58,579

    その他 22,363 22,368

    固定負債合計 1,956,128 2,636,231

  負債合計 5,659,595 6,641,155

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 10,994,385

    自己株式 △342,707 △334,951

    株主資本合計 13,289,885 13,091,096

  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 △13,743

    為替換算調整勘定 △321,919 634,397

    その他の包括利益累計額合計 △323,433 620,654

  純資産合計 12,966,451 13,711,750

負債純資産合計 18,626,047 20,352,905
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（第１四半期連結累計期間） 

［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１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

売上高 4,439,863 4,294,941

売上原価 3,760,213 4,019,449

売上総利益 679,650 275,492

販売費及び一般管理費 466,179 435,407

営業利益又は営業損失（△） 213,470 △159,914

営業外収益     

  受取利息 6,202 3,097

  受取配当金 809 809

  投資不動産賃貸料 4,493 4,493

  為替差益 63,180 152,272

  その他 8,199 21,414

  営業外収益合計 82,885 182,087

営業外費用     

  支払利息 21,941 20,420

  減価償却費 5,022 5,611

  シンジケートローン手数料 5,608 5,616

  その他 2,446 8,812

  営業外費用合計 35,018 40,461

経常利益又は経常損失（△） 261,337 △18,288

特別利益     

  固定資産売却益 6,299 －

  特別利益合計 6,299 －

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（△） 
267,636 △18,288

法人税、住民税及び事業税 63,078 69,958

法人税等調整額 11,674 30,996

法人税等合計 74,752 100,955

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（△） 
192,884 △119,243

四半期純利益又は四半期純損失（△） 192,884 △119,243
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

売上高 4,439,863 4,294,941

売上原価 3,756,838 4,013,563

売上総利益 683,024 281,377

販売費及び一般管理費 464,599 430,134

営業利益又は営業損失（△） 218,424 △148,756

営業外収益     

  受取利息 6,202 3,097

  受取配当金 809 809

  投資不動産賃貸料 4,493 4,493

  為替差益 63,180 152,272

  その他 8,199 21,414

  営業外収益合計 82,885 182,087

営業外費用     

  支払利息 21,941 20,420

  減価償却費 5,022 5,611

  シンジケートローン手数料 5,608 5,616

  貸倒引当金繰入額 4,954 11,157

  その他 2,446 8,812

  営業外費用合計 39,973 51,619

経常利益又は経常損失（△） 261,337 △18,288

特別利益     

  固定資産売却益 6,299 －

  特別利益合計 6,299 －

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（△） 
267,636 △18,288

法人税、住民税及び事業税 63,078 69,958

法人税等調整額 11,674 30,996

法人税等合計 74,752 100,955

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（△） 
192,884 △119,243

四半期純利益又は四半期純損失（△） 192,884 △119,243
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セグメント情報  

［訂正前］ 

Ⅰ．前四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６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）  

  

（３）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 

自動車等鍛
造部品事業 

計 

売上高             

外部顧客に対する売上高 2,601,174 222,437 1,616,250  4,439,863  － 4,439,863

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,193 － －  2,193  △2,193 －

計 2,603,368 222,437 1,616,250  4,442,057  △2,193 4,439,863

セグメント利益 62,999 1,240 297,998  362,237  △148,767 213,470

   

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 

自動車等鍛
造部品事業 

計 

売上高             

外部顧客に対する売上高 1,989,150 294,897 2,010,893  4,294,941  － 4,294,941

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,550 － －  2,550  △2,550 －

計 1,991,700 294,897 2,010,893  4,297,491  △2,550 4,294,941

セグメント利益又は損失（△） △403,757 55,773 300,494  △47,489  △112,425 △159,914
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［訂正後］ 

Ⅰ．前四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６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 

自動車等鍛
造部品事業 

計 

売上高             

外部顧客に対する売上高 2,601,174 222,437 1,616,250  4,439,863  － 4,439,863

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,193 － －  2,193  △2,193 －

計 2,603,368 222,437 1,616,250  4,442,057  △2,193 4,439,863

セグメント利益 62,999 6,194 297,998  367,192  △148,767 218,424

   

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 

自動車等鍛
造部品事業 

計 

売上高             

外部顧客に対する売上高 1,989,150 294,897 2,010,893  4,294,941  － 4,294,941

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,550 － －  2,550  △2,550 －

計 1,991,700 294,897 2,010,893  4,297,491  △2,550 4,294,941

セグメント利益又は損失（△） △403,757 66,931 300,494  △36,331  △112,425 △148,756
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