
各  位 

  

  

（訂正）「平成23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23年５月13日付で公表いたしました「平成23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23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

１．サマリー情報 

（１）連結経営成績  

［訂正前］ 

  

  

［訂正後］ 

  

  

  （％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 ％ 

23年３月期  17,070  27.8  1,328  241.4 1,147  151.6  868  －

22年３月期  13,361  △28.5  389  △82.4 456  △61.8  △208  －

（注）包括利益 23年３月期 710百万円 （ ％） －   22年３月期 △4百万円 （ ％） －

  
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 ％ ％ ％ 

23年３月期  95.55  － 7.7  6.3  7.8

22年３月期  △23.00  － △1.9  2.5  2.9

（参考）持分法投資損益 23年３月期 －百万円   22年３月期 －百万円 

（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 ％ 

23年３月期  17,070  27.8  1,342  239.8 1,147  151.6  868  －

22年３月期  13,361  △28.5  394  △82.1 456  △61.8  △208  －

（注）包括利益 23年３月期 710百万円 （ ％） －   22年３月期 △4百万円 （ ％） －

  
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 ％ ％ ％ 

23年３月期  95.55  － 7.7  6.3  7.9

22年３月期  △23.00  － △1.9  2.5  3.0

（参考）持分法投資損益 23年３月期 －百万円   22年３月期 －百万円 
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２．添付資料 

(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

［訂正前］ 

（省略） 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高170億70百万円（前年同期比27.8％増）となりました。利益面につ

きましては、営業利益13億28百万円（同241.4％増）、経常利益11億47百万円（同151.6％増）、当期純利益８億

68百万円（前年同期は２億８百万円の当期純損失）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、ステンレス製極薄管（メタルスリーブ）の受注が減少したこと等で、売上

高10億82百万円（同10.0％減）、営業利益１億45百万円（同35.6％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） 

  

１．経営成績

  
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

増減率 
（％） 

  ゴルフ事業       

  売上高  8,507  10,568  24.2

  営業利益  331  833  151.1

  ステンレス事業       

  売上高  1,202  1,082  △10.0

  営業利益  107  145  35.6

  自動車等鍛造部品事業       

  売上高  3,651  5,419  48.4

  営業利益  438  946  115.7
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［訂正後］ 

（省略） 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高170億70百万円（前年同期比27.8％増）となりました。利益面につ

きましては、営業利益13億42百万円（同239.8％増）、経常利益11億47百万円（同151.6％増）、当期純利益８億

68百万円（前年同期は２億８百万円の当期純損失）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、ステンレス製極薄管（メタルスリーブ）の受注が減少したこと等で、売上

高10億82百万円（同10.0％減）、営業利益１億59百万円（同41.0％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） 

  

  
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

増減率 
（％） 

  ゴルフ事業       

  売上高  8,507  10,568  24.2

  営業利益  331  833  151.1

  ステンレス事業       

  売上高  1,202  1,082  △10.0

  営業利益  113  159  41.0

  自動車等鍛造部品事業       

  売上高  3,651  5,419  48.4

  営業利益  438  946  115.7
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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22年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,530,424 4,219,264

    受取手形及び売掛金 4,043,627 3,682,765

    有価証券 35,405 －

    商品及び製品 554,290 780,535

    仕掛品 612,568 398,690

    原材料及び貯蔵品 1,615,294 1,471,800

    繰延税金資産 13,856 39,966

    その他 359,293 214,731

    貸倒引当金 △27,185 △23,727

    流動資産合計 9,737,576 10,784,027

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） ※2  2,974,830 ※2  2,929,583

      機械装置及び運搬具（純額） 2,406,716 2,408,368

      工具、器具及び備品（純額） 169,473 137,889

      土地 ※2  1,614,680 ※2  1,664,437

      建設仮勘定 165,025 86,980

      有形固定資産合計 ※1  7,330,727 ※1  7,227,259

    無形固定資産 35,105 27,825

    投資その他の資産     

      投資有価証券 77,399 68,569

      繰延税金資産 4,231 6,142

      投資不動産（純額） ※2  347,759 ※2  344,773

      その他 264,050 250,232

      貸倒引当金 △13,831 △13,681

      投資その他の資産合計 679,609 656,036

    固定資産合計 8,045,441 7,911,121

  資産合計 17,783,018 18,695,149
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（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,311,020 1,513,241

    短期借入金 ※2, 3  1,722,000 ※2, 3  1,669,720

    未払法人税等 99,871 147,925

    未払金及び未払費用 660,293 633,969

    賞与引当金 96,575 141,479

    役員賞与引当金 － 10,000

    その他 86,122 256,088

    流動負債合計 3,975,883 4,372,423

  固定負債     

    長期借入金 ※2  2,266,562 ※2  1,708,939

    リース債務 － 489,839

    繰延税金負債 70,512 71,561

    退職給付引当金 176,775 206,645

    役員退職慰労引当金 203,107 209,826

    資産除去債務 － 56,664

    その他 169,030 38,608

    固定負債合計 2,885,987 2,782,084

  負債合計 6,861,871 7,154,507

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,241,788 1,241,788

    資本剰余金 1,183,816 1,189,873

    利益剰余金 9,310,478 10,088,142

    自己株式 △192,297 △198,385

    株主資本合計 11,543,785 12,321,419

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △14,795 △23,978

    為替換算調整勘定 △607,842 △756,798

    その他の包括利益累計額合計 △622,638 △780,776

  純資産合計 10,921,147 11,540,642

負債純資産合計 17,783,018 18,695,149
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

        
前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,530,424 4,219,264

    受取手形及び売掛金 4,043,627 3,682,765

    有価証券 35,405 －

    商品及び製品 554,290 780,535

    仕掛品 612,568 398,690

    原材料及び貯蔵品 1,615,294 1,471,800

    繰延税金資産 13,856 39,966

    その他 359,293 214,731

    貸倒引当金 △27,185 △23,727

    流動資産合計 9,737,576 10,784,027

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） ※2  2,974,830 ※2  2,929,583

      機械装置及び運搬具（純額） 2,406,716 2,408,368

      工具、器具及び備品（純額） 169,473 137,889

      土地 ※2  1,614,680 ※2  1,664,437

      建設仮勘定 165,025 86,980

      有形固定資産合計 ※1  7,330,727 ※1  7,227,259

    無形固定資産 35,105 27,825

    投資その他の資産     

      投資有価証券 77,399 68,569

      繰延税金資産 4,231 6,142

      投資不動産（純額） ※2  347,759 ※2  344,773

      長期未収入金 ※4  5,918 ※4  20,046

      その他 264,050 250,232

      貸倒引当金 ※4  △19,749 ※4  △33,727

      投資その他の資産合計 679,609 656,036

    固定資産合計 8,045,441 7,911,121

  資産合計 17,783,018 18,695,149
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（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,311,020 1,513,241

    短期借入金 ※2, 3  1,722,000 ※2, 3  1,669,720

    未払法人税等 99,871 147,925

    未払金及び未払費用 660,293 633,969

    賞与引当金 96,575 141,479

    役員賞与引当金 － 10,000

    その他 86,122 256,088

    流動負債合計 3,975,883 4,372,423

  固定負債     

    長期借入金 ※2  2,266,562 ※2  1,708,939

    リース債務 － 489,839

    繰延税金負債 70,512 71,561

    退職給付引当金 176,775 206,645

    役員退職慰労引当金 203,107 209,826

    資産除去債務 － 56,664

    その他 169,030 38,608

    固定負債合計 2,885,987 2,782,084

  負債合計 6,861,871 7,154,507

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,241,788 1,241,788

    資本剰余金 1,183,816 1,189,873

    利益剰余金 9,310,478 10,088,142

    自己株式 △192,297 △198,385

    株主資本合計 11,543,785 12,321,419

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △14,795 △23,978

    為替換算調整勘定 △607,842 △756,798

    その他の包括利益累計額合計 △622,638 △780,776

  純資産合計 10,921,147 11,540,642

負債純資産合計 17,783,018 18,695,149
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（連結損益計算書） 

［訂正前］ 

  

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

売上高 13,361,561 17,070,971

売上原価 ※2  11,421,094 ※2  13,797,000

売上総利益 1,940,466 3,273,970

販売費及び一般管理費 ※1, 2  1,551,421 ※1, 2  1,945,905

営業利益 389,044 1,328,064

営業外収益     

  受取利息 5,988 6,831

  受取配当金 1,641 1,631

  投資不動産賃貸料 20,106 17,964

  為替差益 200,670 －

  その他 45,346 38,790

  営業外収益合計 273,753 65,217

営業外費用     

  支払利息 114,471 113,004

  減価償却費 55,388 41,264

  シンジケートローン手数料 14,516 12,819

  為替差損 － 65,835

  その他 22,238 12,507

  営業外費用合計 206,613 245,430

経常利益 456,184 1,147,851

特別利益     

  固定資産売却益 ※3  23,554 ※3  20,956

  貸倒引当金戻入額 535 3,607

  特別利益合計 24,089 24,564

特別損失     

  固定資産売却損 ※4  11,731 ※4  4,679

  固定資産除却損 ※5  5,430 ※5  27,641

  事業再編損 ※6  454,761 －

  減損損失 ※7  29,761 －

  保険解約損 ※8  11,795 －

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41,049

  特別損失合計 513,481 73,370

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△33,207 1,099,045

法人税、住民税及び事業税 135,809 258,385

法人税等調整額 39,807 △27,799

法人税等合計 175,617 230,586

少数株主損益調整前当期純利益 － 868,459

当期純利益又は当期純損失（△） △208,825 868,459
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

売上高 13,361,561 17,070,971

売上原価 ※2  11,421,094 ※2  13,792,441

売上総利益 1,940,466 3,278,529

販売費及び一般管理費 ※1, 2  1,545,503 ※1, 2  1,936,336

営業利益 394,962 1,342,193

営業外収益     

  受取利息 5,988 6,831

  受取配当金 1,641 1,631

  投資不動産賃貸料 20,106 17,964

  為替差益 200,670 －

  その他 45,346 38,790

  営業外収益合計 273,753 65,217

営業外費用     

  支払利息 114,471 113,004

  減価償却費 55,388 41,264

  シンジケートローン手数料 14,516 12,819

  貸倒引当金繰入額 ※9  5,918 ※9  14,128

  為替差損 － 65,835

  その他 22,238 12,507

  営業外費用合計 212,531 259,559

経常利益 456,184 1,147,851

特別利益     

  固定資産売却益 ※3  23,554 ※3  20,956

  貸倒引当金戻入額 535 3,607

  特別利益合計 24,089 24,564

特別損失     

  固定資産売却損 ※4  11,731 ※4  4,679

  固定資産除却損 ※5  5,430 ※5  27,641

  事業再編損 ※6  454,761 －

  減損損失 ※7  29,761 －

  保険解約損 ※8  11,795 －

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41,049

  特別損失合計 513,481 73,370

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△33,207 1,099,045

法人税、住民税及び事業税 135,809 258,385

法人税等調整額 39,807 △27,799

法人税等合計 175,617 230,586

少数株主損益調整前当期純利益 － 868,459

当期純利益又は当期純損失（△） △208,825 868,459
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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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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又は税金等調整前当期純

損失（△） 
△33,207 1,099,045

  減価償却費 1,174,210 1,122,803

  減損損失 29,761 －

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41,049

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △535 △3,607

  賞与引当金の増減額（△は減少） △39,190 44,904

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 10,000

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 116,115 35,530

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △390,349 6,719

  受取利息及び受取配当金 △7,629 △8,463

  支払利息 114,471 113,004

  為替差損益（△は益） △15,079 69,813

  有形固定資産売却損益（△は益） △11,822 △16,277

  有形固定資産除却損 5,430 27,641

  事業再編損失 454,761 －

  保険解約損益（△は益） 11,795 －

  売上債権の増減額（△は増加） △71,830 304,493

  たな卸資産の増減額（△は増加） 1,270,274 89,187

  仕入債務の増減額（△は減少） △348,655 106,884

  未収消費税等の増減額（△は増加） 120,051 △4,059

  その他 △6,349 156,981

  小計 2,359,221 3,195,651

  利息及び配当金の受取額 8,232 8,725

  利息の支払額 △110,501 △114,915

  事業再編による支出 △453,569 △1,192

  法人税等の支払額 △226,199 △210,359

  法人税等の還付額 － 102,256

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,577,183 2,980,166

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） 63,223 △186,946

  有形固定資産の取得による支出 △1,100,011 △997,790

  有形固定資産の売却による収入 197,342 34,917

  無形固定資産の取得による支出 △13,624 △9,887

  投資不動産の売却による収入 65,000 －

  投資有価証券の取得による支出 － △1,221

  保険積立金の払戻による収入 63,569 －

  その他 △3,120 △2,960

  投資活動によるキャッシュ・フロー △727,620 △1,163,888
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（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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） △1,118,400 150

  長期借入れによる収入 982,800 124,000

  長期借入金の返済による支出 △726,489 △692,886

  セール・アンド・リースバックによる収入 － 444,648

  リース債務の返済による支出 △71,770 △61,972

  自己株式の売却による収入 － 123,987

  自己株式の取得による支出 － △124,017

  配当金の支払額 △90,795 △90,795

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,024,654 △276,886

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,647 △72,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △157,443 1,466,796

現金及び現金同等物の期首残高 1,962,851 1,805,407

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,805,407 ※  3,272,204
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［訂正後］  

  

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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又は税金等調整前当期純

損失（△） 
△33,207 1,099,045

  減価償却費 1,174,210 1,122,803

  減損損失 29,761 －

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41,049

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,382 10,520

  賞与引当金の増減額（△は減少） △39,190 44,904

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 10,000

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 116,115 35,530

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △390,349 6,719

  受取利息及び受取配当金 △7,629 △8,463

  支払利息 114,471 113,004

  為替差損益（△は益） △15,079 69,813

  有形固定資産売却損益（△は益） △11,822 △16,277

  有形固定資産除却損 5,430 27,641

  事業再編損失 454,761 －

  保険解約損益（△は益） 11,795 －

  売上債権の増減額（△は増加） △71,830 304,493

  たな卸資産の増減額（△は増加） 1,270,274 89,187

  仕入債務の増減額（△は減少） △348,655 106,884

  未収消費税等の増減額（△は増加） 120,051 △4,059

  長期未収入金の増減額（△は増加） △5,918 △14,128

  その他 △6,349 156,981

  小計 2,359,221 3,195,651

  利息及び配当金の受取額 8,232 8,725

  利息の支払額 △110,501 △114,915

  事業再編による支出 △453,569 △1,192

  法人税等の支払額 △226,199 △210,359

  法人税等の還付額 － 102,256

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,577,183 2,980,166

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） 63,223 △186,946

  有形固定資産の取得による支出 △1,100,011 △997,790

  有形固定資産の売却による収入 197,342 34,917

  無形固定資産の取得による支出 △13,624 △9,887

  投資不動産の売却による収入 65,000 －

  投資有価証券の取得による支出 － △1,221

  保険積立金の払戻による収入 63,569 －

  その他 △3,120 △2,960

  投資活動によるキャッシュ・フロー △727,620 △1,163,888
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（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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） △1,118,400 150

  長期借入れによる収入 982,800 124,000

  長期借入金の返済による支出 △726,489 △692,886

  セール・アンド・リースバックによる収入 － 444,648

  リース債務の返済による支出 △71,770 △61,972

  自己株式の売却による収入 － 123,987

  自己株式の取得による支出 － △124,017

  配当金の支払額 △90,795 △90,795

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,024,654 △276,886

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,647 △72,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △157,443 1,466,796

現金及び現金同等物の期首残高 1,962,851 1,805,407

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,805,407 ※  3,272,204
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［訂正前］ 

  

（８）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22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額 
 10,127,615 千円

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額 
 10,570,676 千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物及び構築物  478,828 千円

土地  703,972   

投資不動産  159,509   

計  1,342,310   

建物及び構築物  426,659 千円

土地  703,972   

投資不動産  159,509   

計  1,290,141   

 上記のほか、タイ国連結子会社において、公共料金

支払保証のため、定期預金 千円を担保に供して

おります。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

30,705

短期借入金  346,000 千円

長期借入金  880,000   

計  1,226,000   

 上記のほか、タイ国連結子会社において、公共料金

支払保証のため、定期預金 千円を担保に供して

おります。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

16,186

短期借入金  316,000 千円

長期借入金  564,000   

計  880,000   

※３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

※３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
 5,199,340 千円

借入実行残高  1,040,000   

差引額  4,159,340   

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
 4,503,525 千円

借入実行残高  637,500   

差引額  3,866,025   
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［訂正後］ 

  

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額 
 10,127,615 千円

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額 
 10,570,676 千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物及び構築物  478,828 千円

土地  703,972   

投資不動産  159,509   

計  1,342,310   

建物及び構築物  426,659 千円

土地  703,972   

投資不動産  159,509   

計  1,290,141   

 上記のほか、タイ国連結子会社において、公共料金

支払保証のため、定期預金 千円を担保に供して

おります。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

30,705

短期借入金  346,000 千円

長期借入金  880,000   

計  1,226,000   

 上記のほか、タイ国連結子会社において、公共料金

支払保証のため、定期預金 千円を担保に供して

おります。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

16,186

短期借入金  316,000 千円

長期借入金  564,000   

計  880,000   

※３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

※３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
 5,199,340 千円

借入実行残高  1,040,000   

差引額  4,159,340   

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
 4,503,525 千円

借入実行残高  637,500   

差引額  3,866,025   

※４ 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 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。 

固定資産  

投資その他の資産 

長期未収入金 5,918 千円

貸倒引当金 △5,918 

固定資産  

投資その他の資産 

長期未収入金 20,046 千円

貸倒引当金 △20,046 
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［訂正前］ 

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 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。 

※１ 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。 

給与手当  450,916 千円

賞与引当金繰入額  38,762   

役員退職慰労引当金 

繰入額 
 20,881
  

減価償却費  89,284   

退職給付費用  35,636   

給与手当  532,109 千円

賞与引当金繰入額  62,557   

役員賞与引当金繰入額  10,000   

役員退職慰労引当金 

繰入額 
 25,194
  

減価償却費  90,676   

退職給付費用  22,554   

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

一般管理費  20,938 千円

当期製造費用  506,562   

計  527,501   

一般管理費  25,466 千円

当期製造費用  618,496   

計  643,962   

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具  23,419 千円

工具、器具及び備品  134   

計  23,554   

機械装置及び運搬具  16,785 千円

工具、器具及び備品  4,170   

計  20,956   

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具  1,485 千円

工具、器具及び備品  92   

投資不動産  10,154   

計  11,731   

建物及び構築物  80 千円

機械装置及び運搬具  4,254   

工具、器具及び備品  344   

計  4,679   

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物  632 千円

機械装置及び運搬具  4,207   

工具、器具及び備品  591   

計  5,430   

建物及び構築物  14,280 千円

機械装置及び運搬具  9,608   

工具、器具及び備品  3,752   

計  27,641   

※６ 事業再編損は、ゴルフ事業において国内工場の鍛

造・金型工程を在外子会社へ移管したことに伴い発生

した損失であります。 

その内訳は次のとおりであります。  

※６        ――――――― 

希望退職による 

特別退職加算金  
 295,497 千円

設備移設費用  151,967   

再就職支援費用  42,780   

大量退職に係る未認識数理

計算上の差異等の一括償却 
 37,140
  

大量退職に係る退職給付債

務取崩益 
 △106,273
  

固定資産除却損  33,650   

計  454,761   
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前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※７ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、 事業用資産においては事業の種

類別セグメントを基礎として製品の性質、市場の類似

性を勘案してアイアン製造用資産、メタルウッド製造

用資産、ステンレス製造用資産及び自動車等鍛造部品

製造用資産にグルーピングしております。また、投資

不動産及び遊休資産においては個別単位でグルーピン

グしております。 

上記の資産グループについては事業の用に供してい

ない遊休状態であり、帳簿価額に対し市場価格が著し

く下落し、今後の使用見込が未確定なため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（

千円）として、特別損失に計上いたしました。

その内容は、機械装置及び運搬具 千円であり

ます。なお、減損対象とした固定資産の回収可能価額

は、取引事例等を勘案した正味売却価額により算定し

ております。  

場所 用途 種類 

タイ国 

チャチンサオ県 
遊休資産 機械装置 

29,761

29,761

※７       ――――――― 

※８ 保険解約損は、企業年金に係る保険契約の早期解約

に伴い発生したものであります。 

※８       ――――――― 
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［訂正後］ 

  

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 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。 

※１ 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。 

給与手当  450,916 千円

賞与引当金繰入額  38,762   

役員退職慰労引当金 

繰入額 
 20,881
  

減価償却費  89,284   

退職給付費用  35,636   

給与手当  532,109 千円

賞与引当金繰入額  62,557   

役員賞与引当金繰入額  10,000   

役員退職慰労引当金 

繰入額 
 25,194
  

減価償却費  90,676   

退職給付費用  22,554   

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

一般管理費  20,938 千円

当期製造費用  506,562   

計  527,501   

一般管理費  25,466 千円

当期製造費用  618,496   

計  643,962   

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具  23,419 千円

工具、器具及び備品  134   

計  23,554   

機械装置及び運搬具  16,785 千円

工具、器具及び備品  4,170   

計  20,956   

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具  1,485 千円

工具、器具及び備品  92   

投資不動産  10,154   

計  11,731   

建物及び構築物  80 千円

機械装置及び運搬具  4,254   

工具、器具及び備品  344   

計  4,679   

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物  632 千円

機械装置及び運搬具  4,207   

工具、器具及び備品  591   

計  5,430   

建物及び構築物  14,280 千円

機械装置及び運搬具  9,608   

工具、器具及び備品  3,752   

計  27,641   

※６ 事業再編損は、ゴルフ事業において国内工場の鍛

造・金型工程を在外子会社へ移管したことに伴い発生

した損失であります。 

その内訳は次のとおりであります。  

※６        ――――――― 

希望退職による 

特別退職加算金  
 295,497 千円

設備移設費用  151,967   

再就職支援費用  42,780   

大量退職に係る未認識数理

計算上の差異等の一括償却 
 37,140
  

大量退職に係る退職給付債

務取崩益 
 △106,273
  

固定資産除却損  33,650   

計  454,761   
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前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※７ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、 事業用資産においては事業の種

類別セグメントを基礎として製品の性質、市場の類似

性を勘案してアイアン製造用資産、メタルウッド製造

用資産、ステンレス製造用資産及び自動車等鍛造部品

製造用資産にグルーピングしております。また、投資

不動産及び遊休資産においては個別単位でグルーピン

グしております。 

上記の資産グループについては事業の用に供してい

ない遊休状態であり、帳簿価額に対し市場価格が著し

く下落し、今後の使用見込が未確定なため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（

千円）として、特別損失に計上いたしました。

その内容は、機械装置及び運搬具 千円であり

ます。なお、減損対象とした固定資産の回収可能価額

は、取引事例等を勘案した正味売却価額により算定し

ております。  

場所 用途 種類 

タイ国 

チャチンサオ県 
遊休資産 機械装置 

29,761

29,761

※７       ――――――― 

※８ 保険解約損は、企業年金に係る保険契約の早期解約

に伴い発生したものであります。 

※８       ――――――― 

※９ 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。 

※９ 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。 

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 5,918 千円

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 14,128 千円
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

［訂正前］ 

  

［訂正後］ 

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
ゴルフ事業 
（千円） 

ステンレス
事業 

（千円） 

自動車等鍛
造部品事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 8,507,549 1,202,801 3,651,209  13,361,561  －  13,361,561

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
8,455 － －  8,455 (8,455)  －

計 8,516,005 1,202,801 3,651,209  13,370,017 (8,455)  13,361,561

営業費用 8,184,041 1,095,698 3,212,489  12,492,229  480,286  12,972,516

営業利益 331,963 107,103 438,720  877,787 (488,742)  389,044

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 10,972,208 1,594,465 3,458,673  16,025,347  1,757,671  17,783,018

減価償却費 484,624 171,813 491,141  1,147,579  26,631  1,174,210

減損損失 － 29,761 －  29,761  －  29,761

資本的支出 673,464 42,356 113,004  828,825  9,513  838,339

  
ゴルフ事業 
（千円） 

ステンレス
事業 

（千円） 

自動車等鍛
造部品事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 8,507,549 1,202,801 3,651,209  13,361,561  －  13,361,561

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
8,455 － －  8,455 (8,455)  －

計 8,516,005 1,202,801 3,651,209  13,370,017 (8,455)  13,361,561

営業費用 8,184,041 1,089,780 3,212,489  12,486,311  480,286  12,966,598

営業利益 331,963 113,021 438,720  883,705 (488,742)  394,962

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 10,972,208 1,594,465 3,458,673  16,025,347  1,757,671  17,783,018

減価償却費 484,624 171,813 491,141  1,147,579  26,631  1,174,210

減損損失 － 29,761 －  29,761  －  29,761

資本的支出 673,464 42,356 113,004  828,825  9,513  838,339
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

［訂正前］ 

  

［訂正後］ 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  日本（千円） 
タイ・ベトナム

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 9,707,712 3,653,848  13,361,561  －  13,361,561

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
489,909 7,482,974  7,972,884 (7,972,884)  －

計 10,197,622 11,136,823  21,334,445 (7,972,884)  13,361,561

営業費用 9,704,371 10,790,185  20,494,556 (7,522,040)  12,972,516

営業利益 493,251 346,638  839,889 (450,844)  389,044

Ⅱ 資産 11,800,957 10,563,981  22,364,939 (4,581,921)  17,783,018

  日本（千円） 
タイ・ベトナム

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 9,707,712 3,653,848  13,361,561  －  13,361,561

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
489,909 7,482,974  7,972,884 (7,972,884)  －

計 10,197,622 11,136,823  21,334,445 (7,972,884)  13,361,561

営業費用 9,704,371 10,784,267  20,488,638 (7,522,040)  12,966,598

営業利益 493,251 352,556  845,807 (450,844)  394,962

Ⅱ 資産 11,800,957 10,563,981  22,364,939 (4,581,921)  17,783,018
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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 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

［訂正前］ 

（単位：千円）

  

［訂正後］ 

（単位：千円）

  

ｄ．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             

(1）外部顧客に対する売上高 10,568,839 1,082,199 5,419,932  17,070,971  － 17,070,971

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高  
9,871 － －  9,871  △9,871 －

計 10,578,711 1,082,199 5,419,932  17,080,842  △9,871 17,070,971

セグメント利益 833,539 145,275 946,383  1,925,198  △597,133 1,328,064

セグメント資産 11,211,481 1,287,789 4,381,912  16,881,183  1,813,966 18,695,149

その他の項目             

減価償却費 575,450 167,078 354,682  1,097,211  25,592 1,122,803

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
529,237 171,931 488,256  1,189,425  2,943 1,192,369

   

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             

(1）外部顧客に対する売上高 10,568,839 1,082,199 5,419,932  17,070,971  － 17,070,971

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高  
9,871 － －  9,871  △9,871 －

計 10,578,711 1,082,199 5,419,932  17,080,842  △9,871 17,070,971

セグメント利益 833,539 159,403 946,383  1,939,327  △597,133 1,342,193

セグメント資産 11,211,481 1,287,789 4,381,912  16,881,183  1,813,966 18,695,149

その他の項目             

減価償却費 575,450 167,078 354,682  1,097,211  25,592 1,122,803

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
529,237 171,931 488,256  1,189,425  2,943 1,192,369
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