
各  位 

  

  

（訂正）「平成23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22年７月30日付で公表いたしました「平成23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23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）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１四半期連結会計期間の業績は、受注が回復基調であったこと等から売上高は38億86百万円

（前年同期比76.9％増）となりました。利益面につきましては、売上高の増加及び前述の製造工程移管効果等か

ら、営業利益３億23百万円（前年同期は２億５百万円の営業損失）、経常利益２億98百万円（前年同期は52百万

円の経常損失）、四半期純利益１億81百万円（前年同期は１億30百万円の四半期純損失）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３億35百万円（前年同期比182.7％増）、営業利益87百万円（前年同期は60百万円の営

業損失）となりました。 

（省略） 

  

［訂正後］ 

（省略） 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、受注が回復基調であったこと等から売上高は38億86百万円

（前年同期比76.9％増）となりました。利益面につきましては、売上高の増加及び前述の製造工程移管効果等か

ら、営業利益３億25百万円（前年同期は２億４百万円の営業損失）、経常利益２億98百万円（前年同期は52百万

円の経常損失）、四半期純利益１億81百万円（前年同期は１億30百万円の四半期純損失）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３億35百万円（前年同期比182.7％増）、営業利益89百万円（前年同期は59百万円の営

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１四半期  3,886  76.9  323  － 298  －  181  －

22年３月期第１四半期  2,197  △55.9  △205  － △52  －  △130  －

  （％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１四半期  3,886  76.9  325  － 298  －  181  －

22年３月期第１四半期  2,197  △55.9  △204  － △52  －  △130  －

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１四半期連結会計期間末
（平成22年６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 3,554,317 2,530,424

    受取手形及び売掛金 3,368,702 4,043,627

    有価証券 35,414 35,405

    商品及び製品 809,620 554,290

    仕掛品 451,911 612,568

    原材料及び貯蔵品 1,376,055 1,615,294

    繰延税金資産 58,644 13,856

    その他 201,551 359,293

    貸倒引当金 △19,661 △27,185

    流動資産合計 9,836,553 9,737,576

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 3,055,147 2,974,830

      機械装置及び運搬具（純額） 2,548,051 2,406,716

      工具、器具及び備品（純額） 171,106 169,473

      土地 1,702,332 1,614,680

      建設仮勘定 96,867 165,025

      有形固定資産合計 7,573,505 7,330,727

    無形固定資産 36,087 35,105

    投資その他の資産     

      投資有価証券 70,318 77,399

      繰延税金資産 5,609 4,231

      投資不動産（純額） 347,025 347,759

      その他 260,190 264,050

      貸倒引当金 △14,166 △13,831

      投資その他の資産合計 668,978 679,609

    固定資産合計 8,278,571 8,045,441

  資産合計 18,115,125 17,783,018
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（単位：千円）

      
  

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６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 1,556,905 1,311,020

    短期借入金 1,178,311 1,722,000

    未払法人税等 160,516 99,871

    未払金及び未払費用 852,189 660,293

    賞与引当金 129,016 96,575

    その他 129,681 86,122

    流動負債合計 4,006,620 3,975,883

  固定負債     

    長期借入金 2,146,729 2,266,562

    繰延税金負債 78,253 70,512

    退職給付引当金 194,385 176,775

    役員退職慰労引当金 199,044 203,107

    資産除去債務 88,192 －

    その他 205,598 169,030

    固定負債合計 2,912,204 2,885,987

  負債合計 6,918,825 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 9,400,875 9,310,478

    自己株式 △192,297 △192,297

    株主資本合計 11,634,181 11,543,785

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 △21,875 △14,795

    為替換算調整勘定 △416,005 △607,842

    評価・換算差額等合計 △437,881 △622,638

  純資産合計 11,196,300 10,921,147

負債純資産合計 18,115,125 17,783,018
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［訂正後］ 

  

（単位：千円）

        
  

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６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 3,554,317 2,530,424

    受取手形及び売掛金 3,368,702 4,043,627

    有価証券 35,414 35,405

    商品及び製品 809,620 554,290

    仕掛品 451,911 612,568

    原材料及び貯蔵品 1,376,055 1,615,294

    繰延税金資産 58,644 13,856

    その他 201,551 359,293

    貸倒引当金 △19,661 △27,185

    流動資産合計 9,836,553 9,737,576

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 3,055,147 2,974,830

      機械装置及び運搬具（純額） 2,548,051 2,406,716

      工具、器具及び備品（純額） 171,106 169,473

      土地 1,702,332 1,614,680

      建設仮勘定 96,867 165,025

      有形固定資産合計 7,573,505 7,330,727

    無形固定資産 36,087 35,105

    投資その他の資産     

      投資有価証券 70,318 77,399

      繰延税金資産 5,609 4,231

      投資不動産（純額） 347,025 347,759

      長期未収入金 7,753 5,918

      その他 260,190 264,050

      貸倒引当金 △21,919 △19,749

      投資その他の資産合計 668,978 679,609

    固定資産合計 8,278,571 8,045,441

  資産合計 18,115,125 17,783,018
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（単位：千円）

      
  

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６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 1,556,905 1,311,020

    短期借入金 1,178,311 1,722,000

    未払法人税等 160,516 99,871

    未払金及び未払費用 852,189 660,293

    賞与引当金 129,016 96,575

    その他 129,681 86,122

    流動負債合計 4,006,620 3,975,883

  固定負債     

    長期借入金 2,146,729 2,266,562

    繰延税金負債 78,253 70,512

    退職給付引当金 194,385 176,775

    役員退職慰労引当金 199,044 203,107

    資産除去債務 88,192 －

    その他 205,598 169,030

    固定負債合計 2,912,204 2,885,987

  負債合計 6,918,825 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 9,400,875 9,310,478

    自己株式 △192,297 △192,297

    株主資本合計 11,634,181 11,543,785

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 △21,875 △14,795

    為替換算調整勘定 △416,005 △607,842

    評価・換算差額等合計 △437,881 △622,638

  純資産合計 11,196,300 10,921,147

負債純資産合計 18,115,125 17,783,018
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［訂正前］ 

  

（２）四半期連結損益計算書

（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

売上高 2,197,125 3,886,635

売上原価 2,016,416 3,093,668

売上総利益 180,708 792,967

販売費及び一般管理費 386,582 469,305

営業利益又は営業損失（△） △205,874 323,661

営業外収益     

  受取利息 833 391

  受取配当金 878 853

  投資不動産賃貸料 6,121 4,483

  為替差益 192,282 14,582

  その他 7,823 6,054

  営業外収益合計 207,939 26,366

営業外費用     

  支払利息 25,275 27,744

  減価償却費 13,692 15,118

  シンジケートローン手数料 6,849 5,836

  その他 9,064 3,234

  営業外費用合計 54,881 51,934

経常利益又は経常損失（△） △52,816 298,093

特別利益     

  固定資産売却益 3,526 2,925

  貸倒引当金戻入額 16,616 7,188

  特別利益合計 20,142 10,114

特別損失     

  固定資産売却損 3,188 1,841

  固定資産除却損 6,151 1,883

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 64,878

  特別損失合計 9,340 68,603

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（△） 
△42,013 239,604

法人税、住民税及び事業税 71,240 95,133

法人税等調整額 17,134 △36,720

法人税等合計 88,375 58,413

少数株主損益調整前四半期純利益 － 181,191

四半期純利益又は四半期純損失（△） △130,389 181,191
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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21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

売上高 2,197,125 3,886,635

売上原価 2,016,416 3,093,382

売上総利益 180,708 793,253

販売費及び一般管理費 385,692 467,756

営業利益又は営業損失（△） △204,984 325,497

営業外収益     

  受取利息 833 391

  受取配当金 878 853

  投資不動産賃貸料 6,121 4,483

  為替差益 192,282 14,582

  その他 7,823 6,054

  営業外収益合計 207,939 26,366

営業外費用     

  支払利息 25,275 27,744

  減価償却費 13,692 15,118

  シンジケートローン手数料 6,849 5,836

  貸倒引当金繰入額 889 1,835

  その他 9,064 3,234

  営業外費用合計 55,771 53,769

経常利益又は経常損失（△） △52,816 298,093

特別利益     

  固定資産売却益 3,526 2,925

  貸倒引当金戻入額 16,616 7,188

  特別利益合計 20,142 10,114

特別損失     

  固定資産売却損 3,188 1,841

  固定資産除却損 6,151 1,883

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 64,878

  特別損失合計 9,340 68,603

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（△） 
△42,013 239,604

法人税、住民税及び事業税 71,240 95,133

法人税等調整額 17,134 △36,720

法人税等合計 88,375 58,413

少数株主損益調整前四半期純利益 － 181,191

四半期純利益又は四半期純損失（△） △130,389 181,191
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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１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６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（△） 
△42,013 239,604

  減価償却費 292,313 274,680

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 64,878

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,353 △7,188

  賞与引当金の増減額（△は減少） △45,174 32,441

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,814 △4,062

  受取利息及び受取配当金 △1,712 △1,245

  支払利息 25,275 27,744

  為替差損益（△は益） △23,712 △39,479

  有形固定資産売却損益（△は益） △337 △1,084

  有形固定資産除却損 6,151 1,883

  売上債権の増減額（△は増加） 2,341,053 751,289

  たな卸資産の増減額（△は増加） 152,448 211,137

  仕入債務の増減額（△は減少） △806,007 277,639

  未収消費税等の増減額（△は増加） 136,744 37,183

  その他 57,727 140,443

  小計 2,098,217 2,005,865

  利息及び配当金の受取額 1,522 1,008

  利息の支払額 △26,758 △28,806

  事業再編による支出 － △1,192

  法人税等の支払額 △141,776 △38,113

  法人税等の還付額 － 80,551

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,931,206 2,019,313

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） 239,599 110,303

  有形固定資産の取得による支出 △493,170 △202,911

  有形固定資産の売却による収入 469 6,627

  無形固定資産の取得による支出 － △4,761

  その他 △961 △595

  投資活動によるキャッシュ・フロー △254,062 △91,337

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） △772,250 △540,000

  長期借入れによる収入 954,000 －

  長期借入金の返済による支出 △171,159 △184,675

  リース債務の返済による支出 △7,323 △9,943

  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 △87,527 △825,413

現金及び現金同等物に係る換算差額 63,394 30,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,653,011 1,132,980

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 3,615,862 2,938,388

- 9 -



［訂正後］ 

  

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６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（△） 
△42,013 239,604

  減価償却費 292,313 274,680

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 64,878

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,464 △5,353

  賞与引当金の増減額（△は減少） △45,174 32,441

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,814 △4,062

  受取利息及び受取配当金 △1,712 △1,245

  支払利息 25,275 27,744

  為替差損益（△は益） △23,712 △39,479

  有形固定資産売却損益（△は益） △337 △1,084

  有形固定資産除却損 6,151 1,883

  売上債権の増減額（△は増加） 2,341,053 751,289

  たな卸資産の増減額（△は増加） 152,448 211,137

  仕入債務の増減額（△は減少） △806,007 277,639

  未収消費税等の増減額（△は増加） 136,744 37,183

  長期未収入金の増減額（△は増加） △889 △1,835

  その他 57,727 140,443

  小計 2,098,217 2,005,865

  利息及び配当金の受取額 1,522 1,008

  利息の支払額 △26,758 △28,806

  事業再編による支出 － △1,192

  法人税等の支払額 △141,776 △38,113

  法人税等の還付額 － 80,551

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,931,206 2,019,313

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） 239,599 110,303

  有形固定資産の取得による支出 △493,170 △202,911

  有形固定資産の売却による収入 469 6,627

  無形固定資産の取得による支出 － △4,761

  その他 △961 △595

  投資活動によるキャッシュ・フロー △254,062 △91,337

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） △772,250 △540,000

  長期借入れによる収入 954,000 －

  長期借入金の返済による支出 △171,159 △184,675

  リース債務の返済による支出 △7,323 △9,943

  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 △87,527 △825,413

現金及び現金同等物に係る換算差額 63,394 30,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,653,011 1,132,980

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 3,615,862 2,938,388
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〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 1,496,258 118,755 582,110  2,197,125  －  2,197,125

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,229 － －  2,229 (2,229)  －

計 1,498,488 118,755 582,110  2,199,354 (2,229)  2,197,125

営業利益又は営業損失(△) △31,475 △60,109 26,658  △64,927 (140,946)  △205,874

  
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 1,496,258 118,755 582,110  2,197,125  －  2,197,125

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,229 － －  2,229 (2,229)  －

計 1,498,488 118,755 582,110  2,199,354 (2,229)  2,197,125

営業利益又は営業損失(△) △31,475 △59,219 26,658  △64,037 (140,946)  △204,984
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

［訂正前］ 

  

［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 1,613,022 584,102 2,197,125  －  2,197,125

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
89,671 2,444,909 2,534,581 (2,534,581)  －

計 1,702,694 3,029,012 4,731,706 (2,534,581)  2,197,125

営業利益又は営業損失（△） △135,649 59,428 △76,221 (129,652)  △205,874

  
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 1,613,022 584,102 2,197,125  －  2,197,125

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
89,671 2,444,909 2,534,581 (2,534,581)  －

計 1,702,694 3,029,012 4,731,706 (2,534,581)  2,197,125

営業利益又は営業損失（△） △135,649 60,317 △75,331 (129,652)  △204,984
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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１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６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 2,193,279 335,673 1,357,682  3,886,635  － 3,886,635

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,457 － －  2,457  △2,457 －

計 2,195,736 335,673 1,357,682  3,889,092  △2,457 3,886,635

セグメント利益 184,124 87,341 206,161  477,627  △153,965 323,661

   

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 2,193,279 335,673 1,357,682  3,886,635  － 3,886,635

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,457 － －  2,457  △2,457 －

計 2,195,736 335,673 1,357,682  3,889,092  △2,457 3,886,635

セグメント利益 184,124 89,176 206,161  479,462  △153,965 325,497
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