
各  位 

  

  

（訂正）「平成23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22年10月29日付で公表いたしました「平成23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 
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「平成23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）連結経営成績に関する定性的情報 

［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73億99百万円（前年同期比49.6％増）となりました。

利益面につきましては、売上高の増加及び製造工程の移管効果等から、営業利益３億40百万円（前年同期は５億

67百万円の営業損失）、経常利益２億25百万円（前年同期は４億71百万円の経常損失）、四半期純利益１億20百

万円（前年同期は９億54百万円の四半期純損失）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、市場の持ち直しからステンレス製極薄管（メタルスリーブ）の受注が増加

したこと等で、売上高は６億36百万円（前年同期比29.6％増）、営業利益１億45百万円（前年同期は85百万円

の営業損失）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73億99百万円（前年同期比49.6％増）となりました。

利益面につきましては、売上高の増加及び製造工程の移管効果等から、営業利益３億46百万円（前年同期は５億

66百万円の営業損失）、経常利益２億25百万円（前年同期は４億71百万円の経常損失）、四半期純利益１億20百

万円（前年同期は９億54百万円の四半期純損失）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、市場の持ち直しからステンレス製極薄管（メタルスリーブ）の受注が増加

したこと等で、売上高は６億36百万円（前年同期比29.6％増）、営業利益１億50百万円（前年同期は83百万円

の営業損失）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 ％ 

23年３月期第２四半期  7,399  49.6  340  －  225  －  120  －

22年３月期第２四半期  4,946  △48.4  △567  －  △471  －  △954  －

  （％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 ％ 

23年３月期第２四半期  7,399  49.6  346  －  225  －  120  －

22年３月期第２四半期  4,946  △48.4  △566  －  △471  －  △954  －

１．当四半期の連結業績等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）

        
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成22年３月31日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 4,108,177 2,530,424

    受取手形及び売掛金 2,908,943 4,043,627

    有価証券 － 35,405

    商品及び製品 613,330 554,290

    仕掛品 556,923 612,568

    原材料及び貯蔵品 1,317,236 1,615,294

    繰延税金資産 71,193 13,856

    その他 214,753 359,293

    貸倒引当金 △16,392 △27,185

    流動資産合計 9,774,165 9,737,576

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 2,907,902 2,974,830

      機械装置及び運搬具（純額） 2,368,236 2,406,716

      工具、器具及び備品（純額） 158,184 169,473

      土地 1,668,895 1,614,680

      建設仮勘定 111,188 165,025

      有形固定資産合計 7,214,406 7,330,727

    無形固定資産 34,325 35,105

    投資その他の資産     

      投資有価証券 67,873 77,399

      繰延税金資産 5,804 4,231

      投資不動産（純額） 346,274 347,759

      その他 256,040 264,050

      貸倒引当金 △14,147 △13,831

      投資その他の資産合計 661,846 679,609

    固定資産合計 7,910,579 8,045,441

  資産合計 17,684,744 17,783,018
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（単位：千円）

      
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成22年３月31日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,695,950 1,311,020

    短期借入金 1,163,098 1,722,000

    未払法人税等 122,398 99,871

    未払金及び未払費用 580,426 660,293

    賞与引当金 213,840 96,575

    その他 159,581 86,122

    流動負債合計 3,935,296 3,975,883

  固定負債     

    長期借入金 1,913,003 2,266,562

    繰延税金負債 73,812 70,512

    退職給付引当金 194,237 176,775

    役員退職慰労引当金 202,729 203,107

    資産除去債務 56,252 －

    その他 450,383 169,030

    固定負債合計 2,890,420 2,885,987

  負債合計 6,825,716 6,861,871

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 1,183,816

    利益剰余金 9,340,439 9,310,478

    自己株式 △192,297 △192,297

    株主資本合計 11,573,746 11,543,785

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 △24,320 △14,795

    為替換算調整勘定 △690,397 △607,842

    評価・換算差額等合計 △714,718 △622,638

  純資産合計 10,859,028 10,921,147

負債純資産合計 17,684,744 17,783,018
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

        
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成22年３月31日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 4,108,177 2,530,424

    受取手形及び売掛金 2,908,943 4,043,627

    有価証券 － 35,405

    商品及び製品 613,330 554,290

    仕掛品 556,923 612,568

    原材料及び貯蔵品 1,317,236 1,615,294

    繰延税金資産 71,193 13,856

    その他 214,753 359,293

    貸倒引当金 △16,392 △27,185

    流動資産合計 9,774,165 9,737,576

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 2,907,902 2,974,830

      機械装置及び運搬具（純額） 2,368,236 2,406,716

      工具、器具及び備品（純額） 158,184 169,473

      土地 1,668,895 1,614,680

      建設仮勘定 111,188 165,025

      有形固定資産合計 7,214,406 7,330,727

    無形固定資産 34,325 35,105

    投資その他の資産     

      投資有価証券 67,873 77,399

      繰延税金資産 5,804 4,231

      投資不動産（純額） 346,274 347,759

      長期未収入金 11,251 5,918

      その他 256,040 264,050

      貸倒引当金 △25,398 △19,749

      投資その他の資産合計 661,846 679,609

    固定資産合計 7,910,579 8,045,441

  資産合計 17,684,744 17,783,018
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（単位：千円）

      
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成22年３月31日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,695,950 1,311,020

    短期借入金 1,163,098 1,722,000

    未払法人税等 122,398 99,871

    未払金及び未払費用 580,426 660,293

    賞与引当金 213,840 96,575

    その他 159,581 86,122

    流動負債合計 3,935,296 3,975,883

  固定負債     

    長期借入金 1,913,003 2,266,562

    繰延税金負債 73,812 70,512

    退職給付引当金 194,237 176,775

    役員退職慰労引当金 202,729 203,107

    資産除去債務 56,252 －

    その他 450,383 169,030

    固定負債合計 2,890,420 2,885,987

  負債合計 6,825,716 6,861,871

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 1,183,816

    利益剰余金 9,340,439 9,310,478

    自己株式 △192,297 △192,297

    株主資本合計 11,573,746 11,543,785

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 △24,320 △14,795

    為替換算調整勘定 △690,397 △607,842

    評価・換算差額等合計 △714,718 △622,638

  純資産合計 10,859,028 10,921,147

負債純資産合計 17,684,744 17,783,018
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［訂正前］ 

  

（２）四半期連結損益計算書

（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

    
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

売上高 4,946,708 7,399,064

売上原価 4,729,830 6,138,876

売上総利益 216,878 1,260,188

販売費及び一般管理費 784,779 919,220

営業利益又は営業損失（△） △567,901 340,967

営業外収益     

  受取利息 3,167 2,232

  受取配当金 878 853

  投資不動産賃貸料 11,519 8,977

  為替差益 163,214 －

  その他 24,851 20,410

  営業外収益合計 203,631 32,474

営業外費用     

  支払利息 55,277 54,351

  減価償却費 31,410 16,524

  シンジケートローン手数料 9,412 8,310

  為替差損 － 61,635

  その他 11,625 7,017

  営業外費用合計 107,726 147,840

経常利益又は経常損失（△） △471,996 225,600

特別利益     

  固定資産売却益 7,801 7,313

  貸倒引当金戻入額 15,102 10,476

  特別利益合計 22,904 17,790

特別損失     

  固定資産売却損 13,876 2,167

  固定資産除却損 6,188 16,741

  事業再編損 443,626 －

  保険解約損 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 475,487 59,958

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（△） 
△924,579 183,432

法人税、住民税及び事業税 67,139 120,181

法人税等調整額 △36,915 △57,504

法人税等合計 30,223 62,676

少数株主損益調整前四半期純利益 － 120,756

四半期純利益又は四半期純損失（△） △954,803 120,756
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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21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

売上高 4,946,708 7,399,064

売上原価 4,729,830 6,137,587

売上総利益 216,878 1,261,476

販売費及び一般管理費 782,961 915,175

営業利益又は営業損失（△） △566,083 346,301

営業外収益     

  受取利息 3,167 2,232

  受取配当金 878 853

  投資不動産賃貸料 11,519 8,977

  為替差益 163,214 －

  その他 24,851 20,410

  営業外収益合計 203,631 32,474

営業外費用     

  支払利息 55,277 54,351

  減価償却費 31,410 16,524

  シンジケートローン手数料 9,412 8,310

  貸倒引当金繰入額 1,817 5,333

  為替差損 － 61,635

  その他 11,625 7,017

  営業外費用合計 109,544 153,174

経常利益又は経常損失（△） △471,996 225,600

特別利益     

  固定資産売却益 7,801 7,313

  貸倒引当金戻入額 15,102 10,476

  特別利益合計 22,904 17,790

特別損失     

  固定資産売却損 13,876 2,167

  固定資産除却損 6,188 16,741

  事業再編損 443,626 －

  保険解約損 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 475,487 59,958

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（△） 
△924,579 183,432

法人税、住民税及び事業税 67,139 120,181

法人税等調整額 △36,915 △57,504

法人税等合計 30,223 62,676

少数株主損益調整前四半期純利益 － 120,756

四半期純利益又は四半期純損失（△） △954,803 120,756
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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21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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（△） 
△924,579 183,432

  減価償却費 594,802 558,808

  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） △14,937 △10,476

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 －

  賞与引当金の増減額（△は減少） 33,096 117,264

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △397,366 △377

  受取利息及び受取配当金 △4,046 △3,086

  支払利息 55,277 54,351

  為替差損益（△は益） △6,519 61,215

  有形固定資産売却損益（△は益） △4,079 △5,145

  有形固定資産除却損 6,188 16,741

  事業再編損失 443,626 －

  保険解約損益（△は益） 11,795 －

  売上債権の増減額（△は増加） 1,756,210 1,114,410

  たな卸資産の増減額（△は増加） 795,026 281,245

  仕入債務の増減額（△は減少） △711,286 172,520

  未収消費税等の増減額（△は増加） 119,181 9,133

  その他 157,611 86,941

  小計 1,897,002 2,678,030

  利息及び配当金の受取額 4,630 3,216

  利息の支払額 △50,399 △55,846

  事業再編による支出 － △1,192

  法人税等の支払額 △185,114 △96,070

  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 1,666,118 2,630,394

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） 170,984 △153,507

  有形固定資産の取得による支出 △671,217 △324,726

  有形固定資産の売却による収入 4,245 11,049

  無形固定資産の取得による支出 △1,453 △7,809

  投資不動産の売却による収入 65,000 －

  その他 38,201 △1,191

  投資活動によるキャッシュ・フロー △394,239 △476,186

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） △681,900 △540,000

  長期借入れによる収入 982,800 －

  長期借入金の返済による支出 △363,594 △353,532

  リース債務の返済による支出 △25,905 △46,382

  セール・アンド・リースバックによる収入 － 346,341

  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 △179,394 △684,368

現金及び現金同等物に係る換算差額 49,989 △80,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,142,473 1,389,287

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四半期末残高 3,105,324 3,194,695

- 9 -



［訂正後］ 

   

（単位：千円）

    
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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（△） 
△924,579 183,432

  減価償却費 594,802 558,808

  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） △13,119 △5,143

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 －

  賞与引当金の増減額（△は減少） 33,096 117,264

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △397,366 △377

  受取利息及び受取配当金 △4,046 △3,086

  支払利息 55,277 54,351

  為替差損益（△は益） △6,519 61,215

  有形固定資産売却損益（△は益） △4,079 △5,145

  有形固定資産除却損 6,188 16,741

  事業再編損失 443,626 －

  保険解約損益（△は益） 11,795 －

  売上債権の増減額（△は増加） 1,756,210 1,114,410

  たな卸資産の増減額（△は増加） 795,026 281,245

  仕入債務の増減額（△は減少） △711,286 172,520

  未収消費税等の増減額（△は増加） 119,181 9,133

  長期未収入金の増減額（△は増加） △1,817 △5,333

  その他 157,611 86,941

  小計 1,897,002 2,678,030

  利息及び配当金の受取額 4,630 3,216

  利息の支払額 △50,399 △55,846

  事業再編による支出 － △1,192

  法人税等の支払額 △185,114 △96,070

  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 1,666,118 2,630,394

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） 170,984 △153,507

  有形固定資産の取得による支出 △671,217 △324,726

  有形固定資産の売却による収入 4,245 11,049

  無形固定資産の取得による支出 △1,453 △7,809

  投資不動産の売却による収入 65,000 －

  その他 38,201 △1,191

  投資活動によるキャッシュ・フロー △394,239 △476,186

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） △681,900 △540,000

  長期借入れによる収入 982,800 －

  長期借入金の返済による支出 △363,594 △353,532

  リース債務の返済による支出 △25,905 △46,382

  セール・アンド・リースバックによる収入 － 346,341

  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 △179,394 △684,368

現金及び現金同等物に係る換算差額 49,989 △80,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,142,473 1,389,287

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四半期末残高 3,105,324 3,194,695
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〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

［訂正前］ 

    

［訂正後］ 

  

（５）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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,059,584  491,027  1,396,095  4,946,708  －  4,946,708

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,527  －  －  4,527 (4,527)  －

計  3,064,112  491,027  1,396,095  4,951,235 (4,527)  4,946,708

営業利益又は営業損失(△)  △288,402  △85,506  60,513  △313,394 (254,506)  △567,901

  
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,059,584  491,027  1,396,095  4,946,708  －  4,946,708

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,527  －  －  4,527 (4,527)  －

計  3,064,112  491,027  1,396,095  4,951,235 (4,527)  4,946,708

営業利益又は営業損失(△)  △288,402  △83,688  60,513  △311,576 (254,506)  △566,083
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

［訂正前］ 

 （注） 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

  

［訂正後］ 

  

  
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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,550,133  1,396,574 4,946,708  － 4,946,708

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 201,868  3,941,565 4,143,434 (4,143,434) －

計  3,752,001  5,338,140 9,090,142 (4,143,434) 4,946,708

営業損失（△）  △274,386  △49,593 △323,979 (243,921) △567,901

  
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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,550,133  1,396,574 4,946,708  － 4,946,708

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 201,868  3,941,565 4,143,434 (4,143,434) －

計  3,752,001  5,338,140 9,090,142 (4,143,434) 4,946,708

営業損失（△）  △274,386  △47,775 △322,161 (243,921) △566,083
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〔セグメント情報〕  

２．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  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

［訂正前］ 

（単位：千円）

  

［訂正後］ 

（単位：千円）

   

   

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             

(1）外部顧客に対する売上高 4,059,463 636,266 2,703,334  7,399,064  － 7,399,064

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,904 － －  4,904  △4,904 －

計 4,064,368 636,266 2,703,334  7,403,969  △4,904 7,399,064

セグメント利益 56,999 145,473 424,378  626,851  △285,884 340,967

   

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             

(1）外部顧客に対する売上高 4,059,463 636,266 2,703,334  7,399,064  － 7,399,064

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,904 － －  4,904  △4,904 －

計 4,064,368 636,266 2,703,334  7,403,969  △4,904 7,399,064

セグメント利益 56,999 150,807 424,378  632,185  △285,884 346,301
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