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2020 年 12 月 16 日 

各 位 

会 社 名   小倉クラッチ株式会社 

代表者名   代表取締役社長 小倉 康宏 

 （コード番号：6408） 

問合せ先   執行役員経営管理本部長 関根 秀利 

 （TEL．0277－54－7101） 
 

第 92 期（2021 年３月期）第２四半期報告書の提出 

並びに過年度の決算の訂正に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日付で第 92 期（2021 年３月期）第２四半期報告書と過年度の有価証券報告書等の訂正報

告書を関東財務局に提出するとともに、過年度の決算訂正を公表いたしますので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

１．訂正の理由 

当社は、2020 年 10 月５日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いたしましたと

おり、当社の在外子会社２社(小倉離合機(東莞)有限公司、小倉離合機(長興)有限公司)において、棚

卸資産の帳簿価額と実際残高との間に多額の差異があることが判明し、棚卸資産の過大計上の可能性

を認識しました。また、上記とは別の在外子会社(Ogura Industrial Corporation)において、銀行口

座からの不審な送金が判明し、元従業員による横領の可能性を認識しました。当社はこれら在外子会

社における棚卸資産の過大計上及び横領の可能性に関し、特別調査委員会を設置し調査を進めてまい

りました。本日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて調査結果を公表いたし

ておりますが、当社は調査結果を踏まえ、過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正が必要で

あると判断し、今回の訂正を行うことといたしました。また、過去において判明していたものの重要

性がないため訂正を行わなかった事項についても、併せて決算を訂正しております。 

 

２．本日提出する四半期報告書及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書 

(１) 本日提出する四半期報告書 

第 92 期 第２四半期報告書（自 2020 年７月１日 至 2020 年９月 30 日） 

 

(２) 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書 

第 87 期 有価証券報告書（自 平成 27 年４月１日 至 平成 28 年３月 31 日） 

第 88 期 有価証券報告書（自 平成 28 年４月１日 至 平成 29 年３月 31 日） 

第 89 期 第３四半期報告書（自 平成 29 年 10 月１日 至 平成 29 年 12 月 31 日） 

第 89 期 有価証券報告書（自 平成 29 年４月１日 至 平成 30 年３月 31 日） 

第 90 期 第１四半期報告書（自 平成 30 年４月１日 至 平成 30 年６月 30 日） 

第 90 期 第２四半期報告書（自 2018 年７月１日 至 2018 年９月 30 日） 

第 90 期 第３四半期報告書（自 2018 年 10 月１日 至 2018 年 12 月 31 日） 

第 90 期 有価証券報告書（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日） 

第 91 期 第１四半期報告書（自 2019 年４月１日 至 2019 年６月 30 日） 

第 91 期 第２四半期報告書（自 2019 年７月１日 至 2019 年９月 30 日） 

第 91 期 第３四半期報告書（自 2019 年 10 月１日 至 2019 年 12 月 31 日） 

第 91 期 有価証券報告書（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日） 

第 92 期 第１四半期報告書（自 2020 年４月１日 至 2020 年６月 30 日） 
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３．訂正による過年度業績への影響額 

今回の訂正に伴う業績への影響額の概要は、以下のとおりです。 

【連結財務諸表】                                （単位：百万円） 

期間 項目 訂正前(A) 訂正後(B) 影響額(B-A) 増減率(%) 

第 87 期 
(平成 28 年３月期) 

通期 

売上高 38,664 38,664 － － 

営業利益 1,043 873 △169 △16.2% 

経常利益 517 348 △169 △32.7% 

親会社株主に帰属
する当期純利益 

171 △10 △181 △106.2% 

総資産 41,188 41,080 △108 △0.3% 

純資産 15,907 15,705 △201 △1.3% 

第 88 期 
(平成 29 年３月期) 

通期 

売上高 37,845 37,845 - － 

営業利益 972 739 △232 △23.9% 

経常利益 881 648 △232 △26.4% 

親会社株主に帰属
する当期純利益 

589 336 △253 △43.0% 

総資産 41,197 40,760 △436 △1.1% 

純資産 16,316 15,880 △436 △2.7% 

第 89 期 
(平成 30 年３月期) 

第３四半期 

売上高 30,458 30,458 － － 

営業利益 1,233 1,064 △168 △13.7% 

経常利益 1,284 1,115 △168 △13.1% 

親会社株主に帰属
する四半期純利益 

834 662 △172 △20.6% 

総資産 42,248 41,630 △617 △1.5% 

純資産 17,418 16,800 △617 △3.5% 

第 89 期 
(平成 30 年３月期) 

通期 

売上高 40,482 40,482 － － 

営業利益 1,422 1,260 △161 △11.4% 

経常利益 1,373 1,211 △161 △11.8% 

親会社株主に帰属
する当期純利益 

957 796 △161 △16.8% 

総資産 42,262 41,644 △617 △1.5% 

純資産 17,638 17,021 △617 △3.5% 

第 90 期 
(平成 31 年３月期) 

第１四半期 

売上高 10,424 10,424 － － 

営業利益 423 431 8 1.9% 

経常利益 518 526 8 1.6% 

親会社株主に帰属
する四半期純利益 

520 529 8 1.6% 

総資産 41,507 40,911 △596 △1.4% 

純資産 17,543 16,947 △596 △3.4% 

第 90 期 
(2019 年３月期) 

第２四半期 

売上高 20,886 20,886 － － 

営業利益 864 844 △19 △2.3% 

経常利益 923 898 △25 △2.7% 

親会社株主に帰属
する四半期純利益 

803 779 △23 △2.9% 

総資産 42,299 41,681 △618 △1.5% 

純資産 17,910 17,290 △619 △3.5% 

第 90 期 
(2019 年３月期) 

第３四半期 

売上高 31,109 31,109 － － 

営業利益 1,146 1,100 △45 △4.0% 

経常利益 1,196 1,130 △65 △5.5% 

親会社株主に帰属
する四半期純利益 

958 895 △62 △6.6% 

総資産 42,245 41,593 △651 △1.5% 

純資産 17,904 17,251 △652 △3.6% 
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期間 項目 訂正前(A) 訂正後(B) 影響額(B-A) 増減率(%) 

第 90 期 
(2019 年３月期) 

通期 

売上高 41,024 41,024 － － 

営業利益 1,028 934 △94 △9.2% 

経常利益 1,091 963 △128 △11.8% 

親会社株主に帰属
する当期純利益 

802 681 △121 △15.2% 

総資産 43,297 42,604 △693 △1.6% 

純資産 17,599 16,901 △697 △4.0% 

第 91 期 
(2020 年３月期) 

第１四半期 

売上高 10,608 10,608 － － 

営業利益 394 402 7 1.9% 

経常利益 375 358 △16 △4.5% 

親会社株主に帰属
する四半期純利益 

373 362 △10 △2.8% 

総資産 44,263 43,547 △715 △1.6% 

純資産 17,897 17,175 △721 △4.0% 

第 91 期 
(2020 年３月期) 

第２四半期 

売上高 21,132 21,132 － － 

営業利益 427 434 7 1.6% 

経常利益 392 356 △35 △9.1% 

親会社株主に帰属
する四半期純利益 

265 235 △30 △11.5% 

総資産 42,326 41,624 △702 △1.7% 

純資産 17,510 16,803 △707 △4.0% 

第 91 期 
(2020 年３月期) 

第３四半期 

売上高 30,996 30,996 － － 

営業利益 535 482 △53 △9.9% 

経常利益 541 447 △93 △17.4% 

親会社株主に帰属
する四半期純利益 

319 217 △101 △31.9% 

総資産 42,591 41,839 △751 △1.8% 

純資産 17,540 16,787 △752 △4.3% 

第 91 期 
(2020 年３月期) 

通期 

売上高 40,658 40,658 － － 

営業利益 672 586 △86 △12.8% 

経常利益 677 532 △144 △21.3% 

親会社株主に帰属
する当期純利益 

487 345 △142 △29.2% 

総資産 43,360 42,546 △814 △1.9% 

純資産 17,359 16,545 △814 △4.7% 

第 92 期 
(2021 年３月期) 

第１四半期 

売上高 8,142 8,142 － － 

営業利益 △50 △117 △67 － 

経常利益 △65 △159 △94 － 

親会社株主に帰属
する四半期純利益 

△113 △200 △86 － 

総資産 40,694 39,809 △884 △2.2% 

純資産 16,964 16,081 △882 △5.2% 

 

 

 以 上 


