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各      位 
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執 行 役 員  経 営 企 画 本 部 長  山 本  豊 

℡ 0 3 - 5 7 6 9 - 8 2 0 0（代表） 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

平成 23 年５月 16 日付にて発表いたしました「平成 23 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につき

まして、訂正がありましたのでお知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数

値データも送信いたします。 

１．訂正の理由 

 一部の海外連結子会社及び海外持分法適用関連会社の平成 23 年 3 月期決算において修正が行われた

ことに伴い、販売費及び一般管理費、持分法による投資利益及びこれに関連する箇所、並びにその他訂

正すべき箇所の訂正を行いました。 

 

※なお、本訂正に伴う平成 23 年３月期の期末配当予想（１株当たり配当金 200 円）の修正はございません。 

 

２．訂正箇所 

  訂正箇所は下線  で示しております。 

（訂正箇所一覧） (短信該当ページ)
サマリー情報 １．平成 23 年３月期の連結業績（１）連結経営成績 ― 
サマリー情報 １．平成 23 年３月期の連結業績（２）連結財政状態 ― 
サマリー情報 １．平成 23 年３月期の連結業績（３）連結キャッシュ・フローの状況 ― 
サマリー情報 ２．配当の状況 ― 
サマリー情報 ３．平成 24 年３月期の連結業績予想 ― 
１．経営成績 （１）経営成績に関する分析 3-4
１．経営成績 （２）財政状態に関する分析 5-6
４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表 14-15
４．連結財務諸表 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書 16-17
４．連結財務諸表 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結包括利益計算書 18
４．連結財務諸表 （３）連結株主資本等変動計算書 19-20
４．連結財務諸表 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 21-22
４．連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報） 35-36
４．連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記事項（１株当たり情報） 37

 

 

－1－



  
  
  

  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

（訂正箇所１）
１．平成23年３月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 
（１）連結経営成績 
【訂正前】

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 17,812 △19.1 721 △45.2 883 △28.8 55 △31.0

22年３月期 22,020 △14.6 1,316 △8.7 1,241 △0.4 80 ―

(注) 包括利益 23年３月期 11百万円(△97.8％) 22年３月期 543百万円(―％)

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 77.37 77.37 0.5 3.8 4.0

22年３月期 149.98 148.43 0.9 5.8 6.0

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 547百万円 22年３月期 ―百万円

【訂正後】
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 17,812 △19.1 692 △47.4 821 △33.8 8 △90.0

22年３月期 22,020 △14.6 1,316 △8.7 1,241 △0.4 80 ―

(注) 包括利益 23年３月期 △49百万円(―％) 22年３月期 543百万円(―％)

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 11.26 11.26 0.1 3.6 3.9

22年３月期 149.98 148.43 0.9 5.8 6.0

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 514百万円 22年３月期 ―百万円

（訂正箇所２）
（２）連結財政状態 
【訂正前】

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期 23,620 12,352 46.4 15,272.43

22年３月期 22,521 12,529 49.4 15,518.80

(参考) 自己資本 23年３月期 10,948百万円 22年３月期 11,124百万円

【訂正後】
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期 23,566 12,290 46.3 15,206.78

22年３月期 22,521 12,529 49.4 15,518.80

(参考) 自己資本 23年３月期 10,901百万円 22年３月期 11,124百万円
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（訂正箇所３）
（３）連結キャッシュ・フローの状況 
【訂正前】

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年３月期 △1,125 142 387 3,143

22年３月期 966 △1,095 3,915 3,878

【訂正後】
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年３月期 △908 △74 387 3,143

22年３月期 966 △1,095 3,915 3,878
 

（訂正箇所４）
２．配当の状況 
【訂正前】

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年３月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00 71 66.7 0.6

23年３月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00 143 258.5 1.3

24年３月期(予想) ― 0.00 ― 200.00 200.00 18.6

【訂正後】

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年３月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00 71 66.7 0.6

23年３月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00 143 1,776.3 1.3

24年３月期(予想) ― 0.00 ― 200.00 200.00 18.6

（訂正箇所５）
３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 
【訂正前】

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 7,388 △6.0 196 234.3 380 ― 198 ― 276.20

通 期 17,000 △4.6 790 9.6 1,145 29.5 770 ― 1,074.11

【訂正後】

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 7,388 △6.0 196 234.3 380 ― 198 ― 276.20

通 期 17,000 △4.6 790 14.1 1,145 39.3 770 ― 1,074.11
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（省略） 

（省略） 

中    国 

（省略） 

以上により、売上高は7,111百万円（前連結会計年度比38.6％減）となり、セグメント利益（営業

利益）は426百万円（前連結会計年度比70.0％減）となりました。 

  

その結果、当連結会計年度における売上高は、17,812百万円（前連結会計年度比19.1％減）となり

ました。利益面につきましては、営業利益は721百万円（前連結会計年度比45.2％減）、円高の継続

に伴い為替差損が414百万円発生し、経常利益は883百万円（前連結会計年度比28.8％減）、当期純利

益は55百万円（前連結会計年度比31.0％減）となりました。 

（省略） 

（省略） 

連結業績につきましては、売上高17,000百万円（前連結会計年度比4.6%減）、営業利益790百万円

（前連結会計年度比9.6%増）、経常利益1,145百万円（前連結会計年度比29.5%増）、当期純利益770

百万円（前連結会計年度55百万円）を見込んでおります。 

  

（訂正箇所６）

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

【訂正前】

③当期の業績概況

⑥次期の業績概況
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（省略） 

（省略） 

中    国 

（省略） 

以上により、売上高は7,111百万円（前連結会計年度比38.6％減）となり、セグメント利益（営業

利益）は398百万円（前連結会計年度比72.0％減）となりました。 

  

その結果、当連結会計年度における売上高は、17,812百万円（前連結会計年度比19.1％減）となり

ました。利益面につきましては、営業利益は692百万円（前連結会計年度比47.4％減）、円高の継続

に伴い為替差損が414百万円発生し、経常利益は821百万円（前連結会計年度比33.8％減）、当期純利

益は8百万円（前連結会計年度比90.0％減）となりました。 

（省略） 

（省略） 

連結業績につきましては、売上高17,000百万円（前連結会計年度比4.6%減）、営業利益790百万円

（前連結会計年度比14.1%増）、経常利益1,145百万円（前連結会計年度比39.3%増）、当期純利益770

百万円（前連結会計年度8百万円）を見込んでおります。 

【訂正後】

③当期の業績概況

⑥次期の業績概況
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（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、6.6％増加し、16,401百万円となりました。これは主に受

取手形及び売掛金が1,203百万円減少したものの、前渡金が3,110百万円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、1.3％増加し、7,219百万円となりました。これは主にのれ

んが108百万円減少したものの、投資有価証券が397百万円増加したことなどによります。  

 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べて4.9％増加し、23,620百万円となりました。  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、11.0％増加し、9,286百万円となりました。これは主に支

払手形及び買掛金が356百万円、短期借入金が463百万円増加したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、21.8％増加し、1,981百万円となりました。これは主に長

期借入金が405百万円増加したことなどによります。  

 この結果、負債は前連結会計年度末に比べて12.8％増加し、11,268百万円となりました。  

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、1.4％減少し、12,352百万円となりました。これは主に為替

換算調整勘定が183百万円減少したことなどによります。  

②キャッシュ・フローの状況  

（省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少額は、1,125百万円となりました。主な増加要因

としては、税金等調整前当期純利益の計上による530百万円、売上債権の減少884百万円であり、主な減

少要因としては、前渡金の増加による3,245百万円があります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における投資活動による資金の増加額は、142百万円となりました。主な増加要因と

しては、貸付金の回収による収入579百万円、主な減少要因としては、貸付による支出403百万円による

ものであります。  

（省略） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（省略） 

  

（訂正箇所７）

（２）財政状態に関する分析 

【訂正前】

①資産、負債及び純資産の状況

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率 42.0％ 36.7％ 35.8％ 49.4％ 46.4％

時価ベースの自己資本比率 172.5％ 77.7％ 30.5％ 69.3％ 43.0％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─年 7.91年 19.18年 7.88年 ―年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ 6.3 2.9 6.7 ―
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（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、4.6％増加し、16,106百万円となりました。これは主に受

取手形及び売掛金が1,203百万円減少したものの、前渡金が2,815百万円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、4.6％増加し、7,460百万円となりました。これは主にのれ

んが108百万円減少したものの、投資有価証券が364百万円増加したことなどによります。  

 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べて4.6％増加し、23,566百万円となりました。  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、11.1％増加し、9,294百万円となりました。これは主に支

払手形及び買掛金が356百万円、短期借入金が463百万円増加したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、21.8％増加し、1,981百万円となりました。これは主に長

期借入金が405百万円増加したことなどによります。  

 この結果、負債は前連結会計年度末に比べて12.9％増加し、11,275百万円となりました。  

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、1.9％減少し、12,290百万円となりました。これは主に為替

換算調整勘定が182百万円減少したことなどによります。  

②キャッシュ・フローの状況  

（省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少額は、908百万円となりました。主な増加要因と

しては、税金等調整前当期純利益の計上による468百万円、売上債権の減少884百万円であり、主な減少

要因としては、前渡金の増加による3,009百万円があります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少額は、74百万円となりました。主な増加要因とし

ては、貸付金の回収による収入579百万円、主な減少要因としては、貸付による支出403百万円によるも

のであります。  

（省略） 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（省略） 

  

【訂正後】

①資産、負債及び純資産の状況

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率 42.0％ 36.7％ 35.8％ 49.4％ 46.3％

時価ベースの自己資本比率 172.5％ 77.7％ 30.5％ 69.3％ 43.1％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─年 7.91年 19.18年 7.88年 ―年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ 6.3 2.9 6.7 ―
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（訂正箇所８）

４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

【訂正前】

(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 3,928,586 3,143,367

受取手形及び売掛金 5,703,390 4,499,510

商品及び製品 423,372 762,807

仕掛品 96,906 55,110

前渡金 1,186,374 4,296,875

繰延税金資産 309,500 209,147

短期貸付金 1,641,110 1,225,956

預け金 2,120,000 2,120,000

その他 357,126 435,072

貸倒引当金 △374,789 △346,618

流動資産合計 15,391,580 16,401,228

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 284,464 231,737

減価償却累計額 △174,161 △138,560

建物及び構築物（純額） 110,303 93,176

機械装置及び運搬具 68,370 61,372

減価償却累計額 △33,934 △37,830

機械装置及び運搬具（純額） 34,436 23,542

工具、器具及び備品 434,428 370,904

減価償却累計額 △280,563 △253,061

工具、器具及び備品（純額） 153,865 117,842

土地 21,592 22,232

有形固定資産合計 320,197 256,794

無形固定資産

のれん 935,389 826,603

その他 123,678 130,090

無形固定資産合計 1,059,068 956,693

投資その他の資産

投資有価証券 3,015,719 3,412,974

出資金 3,907 4,886

長期貸付金 405,243 471,322

繰延税金資産 86,034 30,775

投資不動産（純額） 2,098,875 1,911,204

その他 337,510 331,130

貸倒引当金 △196,991 △156,242

投資その他の資産合計 5,750,300 6,006,050

固定資産合計 7,129,566 7,219,537

資産合計 22,521,146 23,620,766

－8－



(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 976,000 1,332,422

短期借入金 4,835,660 5,298,820

1年内返済予定の長期借入金 1,283,128 1,017,205

未払法人税等 91,114 153,331

賞与引当金 157,530 231,974

役員賞与引当金 27,016 48,593

その他 995,055 1,204,479

流動負債合計 8,365,506 9,286,825

固定負債

長期借入金 1,494,512 1,899,615

その他 131,873 82,000

固定負債合計 1,626,385 1,981,615

負債合計 9,991,892 11,268,440

純資産の部

株主資本

資本金 2,843,601 2,843,601

資本剰余金 7,678,754 7,678,754

利益剰余金 1,398,500 1,382,276

自己株式 △88,942 △88,942

株主資本合計 11,831,913 11,815,689

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △16,189 2,987

繰延ヘッジ損益 △9,098 △5,345

為替換算調整勘定 △681,660 △864,988

その他の包括利益累計額合計 △706,948 △867,346

少数株主持分 1,404,289 1,403,982

純資産合計 12,529,254 12,352,325

負債純資産合計 22,521,146 23,620,766

－9－



  
【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 3,928,586 3,143,367

受取手形及び売掛金 5,703,390 4,499,510

商品及び製品 423,372 762,807

仕掛品 96,906 55,110

前渡金 1,186,374 4,001,902

繰延税金資産 309,500 209,147

短期貸付金 1,641,110 1,225,956

預け金 2,120,000 2,120,000

その他 357,126 435,072

貸倒引当金 △374,789 △346,618

流動資産合計 15,391,580 16,106,256

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 284,464 231,737

減価償却累計額 △174,161 △138,560

建物及び構築物（純額） 110,303 93,176

機械装置及び運搬具 68,370 61,372

減価償却累計額 △33,934 △37,830

機械装置及び運搬具（純額） 34,436 23,542

工具、器具及び備品 434,428 370,904

減価償却累計額 △280,563 △253,061

工具、器具及び備品（純額） 153,865 117,842

土地 21,592 22,232

有形固定資産合計 320,197 256,794

無形固定資産

のれん 935,389 826,603

その他 123,678 404,099

無形固定資産合計 1,059,068 1,230,702

投資その他の資産

投資有価証券 3,015,719 3,379,823

出資金 3,907 4,886

長期貸付金 405,243 471,322

繰延税金資産 86,034 30,775

投資不動産（純額） 2,098,875 1,911,204

その他 337,510 331,130

貸倒引当金 △196,991 △156,242

投資その他の資産合計 5,750,300 5,972,899

固定資産合計 7,129,566 7,460,396

資産合計 22,521,146 23,566,652

－10－



 
  

(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 976,000 1,332,422

短期借入金 4,835,660 5,298,820

1年内返済予定の長期借入金 1,283,128 1,017,205

未払法人税等 91,114 153,331

賞与引当金 157,530 231,974

役員賞与引当金 27,016 48,593

その他 995,055 1,211,904

流動負債合計 8,365,506 9,294,250

固定負債

長期借入金 1,494,512 1,899,615

その他 131,873 82,000

固定負債合計 1,626,385 1,981,615

負債合計 9,991,892 11,275,865

純資産の部

株主資本

資本金 2,843,601 2,843,601

資本剰余金 7,678,754 7,678,754

利益剰余金 1,398,500 1,334,884

自己株式 △88,942 △88,942

株主資本合計 11,831,913 11,768,297

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △16,189 2,987

繰延ヘッジ損益 △9,098 △5,345

為替換算調整勘定 △681,660 △864,656

その他の包括利益累計額合計 △706,948 △867,014

少数株主持分 1,404,289 1,389,504

純資産合計 12,529,254 12,290,787

負債純資産合計 22,521,146 23,566,652

－11－



（訂正箇所９）

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

【訂正前】

(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 22,020,943 17,812,301

売上原価 17,505,788 14,409,296

売上総利益 4,515,155 3,403,005

販売費及び一般管理費 3,198,860 2,681,897

営業利益 1,316,294 721,107

営業外収益

受取利息 45,264 38,201

受取配当金 1,804 1,385

流通税還付金 144,391 22,472

政府奨励金 49,535 42,460

受取賃貸料 48,196 60,992

助成金収入 79,753 81,753

持分法による投資利益 － 547,483

その他 44,570 14,674

営業外収益合計 413,516 809,424

営業外費用

支払利息 144,334 140,763

為替差損 99,468 414,158

支払手数料 36,621 30,421

減価償却費 46,502 41,599

貸倒引当金繰入額 89,673 438

その他 71,408 19,276

営業外費用合計 488,009 646,658

経常利益 1,241,801 883,873

特別利益

固定資産売却益 2,339 374

投資有価証券売却益 14,642 －

関係会社出資金売却益 － 8,864

持分変動利益 102,186 －

特別利益合計 119,168 9,239

特別損失

固定資産除却損 5,859 11,816

減損損失 35,746 －

投資有価証券評価損 36,221 19,990

関係会社出資金売却損 169,865 －

ソフトウェア評価損 10,421 －

特別退職金 119,260 300,771

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,633

その他 5,124 3,027

特別損失合計 382,499 362,238

－12－



 
  

(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)

税金等調整前当期純利益 978,470 530,874

法人税、住民税及び事業税 151,697 117,944

法人税等調整額 △29,232 138,627

法人税等合計 122,464 256,571

少数株主損益調整前当期純利益 － 274,302

少数株主利益 775,647 218,838

当期純利益 80,357 55,463

－13－



  
【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 22,020,943 17,812,301

売上原価 17,505,788 14,409,296

売上総利益 4,515,155 3,403,005

販売費及び一般管理費 3,198,860 2,710,509

営業利益 1,316,294 692,496

営業外収益

受取利息 45,264 38,201

受取配当金 1,804 1,385

流通税還付金 144,391 22,472

政府奨励金 49,535 42,460

受取賃貸料 48,196 60,992

助成金収入 79,753 81,753

持分法による投資利益 － 514,110

その他 44,570 14,674

営業外収益合計 413,516 776,051

営業外費用

支払利息 144,334 140,763

為替差損 99,468 414,158

支払手数料 36,621 30,421

減価償却費 46,502 41,599

貸倒引当金繰入額 89,673 438

その他 71,408 19,276

営業外費用合計 488,009 646,658

経常利益 1,241,801 821,889

特別利益

固定資産売却益 2,339 374

投資有価証券売却益 14,642 －

関係会社出資金売却益 － 8,864

持分変動利益 102,186 －

特別利益合計 119,168 9,239

特別損失

固定資産除却損 5,859 11,816

減損損失 35,746 －

投資有価証券評価損 36,221 19,990

関係会社出資金売却損 169,865 －

ソフトウェア評価損 10,421 －

特別退職金 119,260 300,771

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,633

その他 5,124 3,027

特別損失合計 382,499 362,238

－14－



 
  

(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)

税金等調整前当期純利益 978,470 468,890

法人税、住民税及び事業税 151,697 117,944

法人税等調整額 △29,232 138,627

法人税等合計 122,464 256,571

少数株主損益調整前当期純利益 － 212,318

少数株主利益 775,647 204,247

当期純利益 80,357 8,071

－15－



【訂正前】 

 
  

 
  

（訂正箇所10）

 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)

少数株主損益調整前当期純利益 － 274,302

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 19,177

繰延ヘッジ損益 － 3,752

為替換算調整勘定 － △141,987

持分法適用会社に対する持分相当額 － △143,411

その他の包括利益合計 － ※2 △262,470

包括利益 － ※1 11,832

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △104,934

少数株主に係る包括利益 － 116,767

【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)

少数株主損益調整前当期純利益 － 212,318

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 19,177

繰延ヘッジ損益 － 3,752

為替換算調整勘定 － △141,763

持分法適用会社に対する持分相当額 － △143,189

その他の包括利益合計 － ※2 △262,023

包括利益 － ※1 △49,705

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △151,995

少数株主に係る包括利益 － 102,289

－16－



（訂正箇所11）

（３）連結株主資本等変動計算書

【訂正前】

(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)

株主資本

資本金

前期末残高 1,028,601 2,843,601

当期変動額

新株の発行 1,815,000 －

当期変動額合計 1,815,000 －

当期末残高 2,843,601 2,843,601

資本剰余金

前期末残高 6,544,600 7,678,754

当期変動額

新株の発行 1,134,154 －

当期変動額合計 1,134,154 －

当期末残高 7,678,754 7,678,754

利益剰余金

前期末残高 1,412,916 1,398,500

当期変動額

剰余金の配当 △94,774 △71,687

当期純利益 80,357 55,463

当期変動額合計 △14,416 △16,223

当期末残高 1,398,500 1,382,276

自己株式

前期末残高 △1,149,288 △88,942

当期変動額

自己株式の処分 1,060,346 －

当期変動額合計 1,060,346 －

当期末残高 △88,942 △88,942

株主資本合計

前期末残高 7,836,829 11,831,913

当期変動額

新株の発行 2,949,154 －

剰余金の配当 △94,774 △71,687

当期純利益 80,357 55,463

自己株式の処分 1,060,346 －

当期変動額合計 3,995,083 △16,223

当期末残高 11,831,913 11,815,689

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 155 △16,189

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,344 19,177

当期変動額合計 △16,344 19,177

当期末残高 △16,189 2,987

－17－



 
  

(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)

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △9,303 △9,098

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

205 3,752

当期変動額合計 205 3,752

当期末残高 △9,098 △5,345

為替換算調整勘定

前期末残高 △484,558 △681,660

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△197,102 △183,327

当期変動額合計 △197,102 △183,327

当期末残高 △681,660 △864,988

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △493,706 △706,948

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△213,241 △160,398

当期変動額合計 △213,241 △160,398

当期末残高 △706,948 △867,346

少数株主持分

前期末残高 1,860,715 1,404,289

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △456,425 △307

当期変動額合計 △456,425 △307

当期末残高 1,404,289 1,403,982

純資産合計

前期末残高 9,203,837 12,529,254

当期変動額

新株の発行 2,949,154 －

剰余金の配当 △94,774 △71,687

当期純利益 80,357 55,463

自己株式の処分 1,060,346 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △669,666 △160,706

当期変動額合計 3,325,416 △176,929

当期末残高 12,529,254 12,352,325

－18－



  
【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)

株主資本

資本金

前期末残高 1,028,601 2,843,601

当期変動額

新株の発行 1,815,000 －

当期変動額合計 1,815,000 －

当期末残高 2,843,601 2,843,601

資本剰余金

前期末残高 6,544,600 7,678,754

当期変動額

新株の発行 1,134,154 －

当期変動額合計 1,134,154 －

当期末残高 7,678,754 7,678,754

利益剰余金

前期末残高 1,412,916 1,398,500

当期変動額

剰余金の配当 △94,774 △71,687

当期純利益 80,357 8,071

当期変動額合計 △14,416 △63,615

当期末残高 1,398,500 1,334,884

自己株式

前期末残高 △1,149,288 △88,942

当期変動額

自己株式の処分 1,060,346 －

当期変動額合計 1,060,346 －

当期末残高 △88,942 △88,942

株主資本合計

前期末残高 7,836,829 11,831,913

当期変動額

新株の発行 2,949,154 －

剰余金の配当 △94,774 △71,687

当期純利益 80,357 8,071

自己株式の処分 1,060,346 －

当期変動額合計 3,995,083 △63,615

当期末残高 11,831,913 11,768,297

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 155 △16,189

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,344 19,177

当期変動額合計 △16,344 19,177

当期末残高 △16,189 2,987

－19－



 
  

(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)

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △9,303 △9,098

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

205 3,752

当期変動額合計 205 3,752

当期末残高 △9,098 △5,345

為替換算調整勘定

前期末残高 △484,558 △681,660

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△197,102 △182,996

当期変動額合計 △197,102 △182,996

当期末残高 △681,660 △864,656

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △493,706 △706,948

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△213,241 △160,066

当期変動額合計 △213,241 △160,066

当期末残高 △706,948 △867,014

少数株主持分

前期末残高 1,860,715 1,404,289

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △456,425 △14,785

当期変動額合計 △456,425 △14,785

当期末残高 1,404,289 1,389,504

純資産合計

前期末残高 9,203,837 12,529,254

当期変動額

新株の発行 2,949,154 －

剰余金の配当 △94,774 △71,687

当期純利益 80,357 8,071

自己株式の処分 1,060,346 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △669,666 △174,852

当期変動額合計 3,325,416 △238,467

当期末残高 12,529,254 12,290,787

－20－



【訂正前】 

（訂正箇所12）

（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 978,470 530,874

減価償却費 201,731 183,882

減損損失 35,746 －

のれん償却額 361,051 101,942

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120,295 △7,881

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,932 75,840

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 27,016 21,577

受取利息及び受取配当金 △47,069 △39,587

支払利息 144,334 140,763

為替差損益（△は益） △12,141 14,076

持分法による投資損益（△は益） － △547,483

固定資産売却損益（△は益） △2,339 △374

固定資産除却損 5,859 11,816

持分変動損益（△は益） △102,186 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △14,642 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 36,221 19,990

関係会社出資金売却損益（△は益） 169,865 △8,864

ソフトウェア評価損 10,421 －

特別退職金 119,260 300,771

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29,660

売上債権の増減額（△は増加） 9,542 884,724

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,136 △331,567

仮払金の増減額（△は増加） △108,770 △12,327

前渡金の増減額（△は増加） － △3,245,473

仕入債務の増減額（△は減少） △573,843 394,395

未払消費税等の増減額（△は減少） 149,476 △11,358

その他 △170,251 588,105

小計 1,241,980 △906,498

利息及び配当金の受取額 41,486 29,390

利息の支払額 △143,075 △141,933

法人税等の支払額 △79,239 △51,942

特別退職金の支払額 △95,052 △54,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 966,099 △1,125,258

－21－



 
  

(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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △300,000 －

定期預金の払戻による収入 600,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △49,840 △56,750

有形固定資産の売却による収入 16,566 944

無形固定資産の取得による支出 △44,720 △54,760

投資有価証券の取得による支出 △1,367 △219

投資有価証券の売却による収入 48,078 －

投資有価証券の償還による収入 75,000 －

出資金の払込による支出 － △1,404

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込に
よる支出

△787,277 －

貸付けによる支出 △177,564 △403,455

貸付金の回収による収入 119,277 579,180

敷金及び保証金の差入による支出 △218,410 △5,955

敷金及び保証金の回収による収入 175,191 14,822

預け金の預入による支出 △592,247 －

その他 41,406 20,264

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,095,906 142,666

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） 304,566 504,310

長期借入れによる収入 824,975 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,357,998 △1,328,004

株式の発行による収入 3,604,695 －

少数株主からの払込みによる収入 265,678 －

自己株式の売却による収入 379,500 －

配当金の支払額 △97,040 △73,987

少数株主への配当金の支払額 △7,764 △214,886

その他 △1,090 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,915,521 387,431

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49,248 △140,059

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4,336,632 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △600,165 △735,219

現金及び現金同等物の期首残高 4,478,752 3,878,586

現金及び現金同等物の期末残高 3,878,586 3,143,367

－22－



  
【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 978,470 468,890

減価償却費 201,731 183,882

減損損失 35,746 －

のれん償却額 361,051 101,942

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120,295 △7,881

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,932 75,840

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 27,016 21,577

受取利息及び受取配当金 △47,069 △39,587

支払利息 144,334 140,763

為替差損益（△は益） △12,141 14,076

持分法による投資損益（△は益） － △514,110

固定資産売却損益（△は益） △2,339 △374

固定資産除却損 5,859 11,816

持分変動損益（△は益） △102,186 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △14,642 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 36,221 19,990

関係会社出資金売却損益（△は益） 169,865 △8,864

ソフトウェア評価損 10,421 －

特別退職金 119,260 300,771

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,633

売上債権の増減額（△は増加） 9,542 884,724

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,136 △331,567

仮払金の増減額（△は増加） △108,770 △12,327

前渡金の増減額（△は増加） － △3,009,684

仕入債務の増減額（△は減少） △573,843 394,395

未払消費税等の増減額（△は減少） 149,476 △11,358

その他 △170,251 600,778

小計 1,241,980 △689,674

利息及び配当金の受取額 41,486 29,390

利息の支払額 △143,075 △141,933

法人税等の支払額 △79,239 △51,942

特別退職金の支払額 △95,052 △54,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 966,099 △908,433

－23－



(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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △300,000 －

定期預金の払戻による収入 600,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △49,840 △56,750

有形固定資産の売却による収入 16,566 944

無形固定資産の取得による支出 △44,720 △271,584

投資有価証券の取得による支出 △1,367 △219

投資有価証券の売却による収入 48,078 －

投資有価証券の償還による収入 75,000 －

出資金の払込による支出 － △1,404

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込に
よる支出

△787,277 －

貸付けによる支出 △177,564 △403,455

貸付金の回収による収入 119,277 579,180

敷金及び保証金の差入による支出 △218,410 △5,955

敷金及び保証金の回収による収入 175,191 14,822

預け金の預入による支出 △592,247 －

その他 41,406 20,264

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,095,906 △74,158

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） 304,566 504,310

長期借入れによる収入 824,975 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,357,998 △1,328,004

株式の発行による収入 3,604,695 －

少数株主からの払込みによる収入 265,678 －

自己株式の売却による収入 379,500 －

配当金の支払額 △97,040 △73,987

少数株主への配当金の支払額 △7,764 △214,886

その他 △1,090 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,915,521 387,431

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49,248 △140,059

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4,336,632 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △600,165 △735,219

現金及び現金同等物の期首残高 4,478,752 3,878,586

現金及び現金同等物の期末残高 3,878,586 3,143,367

－24－



【訂正前】 

（省略） 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

（省略） 

   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) 

 
  

（訂正箇所13）

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 11,880,354 5,931,947 17,812,301

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

8,209 1,179,618 1,187,827

計 11,888,564 7,111,565 19,000,129

セグメント利益 292,910 426,717 719,628

セグメント資産 14,170,686 18,258,743 32,429,429

その他の項目

  減価償却費 73,456 67,536 140,993

  のれんの償却額 ― 101,942 101,942

  持分法適用会社への 
 投資額

― 3,237,997 3,237,997

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

66,855 42,072 108,928

－25－



  
４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 

（省略） 

 
  

 
  

 
  

（省略） 

  

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,376,277 719,628

セグメント間取引消去 △59,983 1,479

連結財務諸表の営業利益 1,316,294 721,107

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 31,049,633 32,429,429

セグメント間取引消去 △8,528,486 △8,808,663

連結財務諸表の資産合計 22,521,146 23,620,766

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 153,852 140,993 ― ― 153,852 140,993

のれんの償却額 361,051 101,942 ― ― 361,051 101,942

持分法適用会社への投
資額

2,833,926 3,237,997 ― ― 2,833,926 3,237,997

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

90,793 108,928 ― ― 90,793 108,928

－26－



  
【訂正後】 

（省略） 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

（省略） 

 
  

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 11,880,354 5,931,947 17,812,301

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

8,209 1,179,618 1,187,827

計 11,888,564 7,111,565 19,000,129

セグメント利益 292,910 398,106 691,016

セグメント資産 14,170,686 18,204,629 32,375,316

その他の項目

  減価償却費 73,456 67,536 140,993

  のれんの償却額 ― 101,942 101,942

  持分法適用会社への 
 投資額

― 3,204,846 3,204,846

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

66,855 258,897 325,753

－27－



  
４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 

（省略） 

 
  

 
  

 
 

（省略） 

  

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,376,277 691,016

セグメント間取引消去 △59,983 1,479

連結財務諸表の営業利益 1,316,294 692,496

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 31,049,633 32,375,316

セグメント間取引消去 △8,528,486 △8,808,663

連結財務諸表の資産合計 22,521,146 23,566,652

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 153,852 140,993 ― ― 153,852 140,993

のれんの償却額 361,051 101,942 ― ― 361,051 101,942

持分法適用会社への投
資額

2,833,926 3,204,846 ― ― 2,833,926 3,204,846

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

90,793 325,753 ― ― 90,793 325,753

－28－



  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  

 
  

（訂正箇所14）

（８）連結財務諸表に関する注記事項

 (１株当たり情報)
【訂正前】

項目
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株当たり純資産額 15,518円80銭 15,272円43銭

１株当たり当期純利益金額 149円98銭 77円37銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

148円43銭 77円37銭

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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千
円）

12,529,254 12,352,325

普通株式に係る純資産額(千円) 11,124,964 10,948,343

 差額の主な内訳(千円) 
    少数株主持分 1,404,289 1,403,982

普通株式の発行済株式数(株) 718,799 718,799

普通株式の自己株式数(株) 1,929 1,929

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(株)

716,870 716,870

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株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 80,357 55,463

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

 普通株式に係る当期純利益(千円) 80,357 55,463

 普通株式の期中平均株式数(株) 535,785.06 716,870

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額(千円) ─ ―

 普通株式増加数(株) 
  (うち新株引受権(株))

5,601.52
( ─ )

―
( ─ )

希薄化効果を有していないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

平成16年6月29日定時株主総会決

議ストック・オプション

潜在株式の数 12,190株

平成17年6月27日定時株主総会決

議ストック・オプション

潜在株式の数 7,567株

平成17年6月27日定時株主総会決

議ストック・オプション

潜在株式の数 7,417株

平成21年12月22日臨時株主総会

決議ストック・オプション

潜在株式の数 125,000株
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  

【訂正後】

項目
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株当たり純資産額 15,518円80銭 15,206円78銭

１株当たり当期純利益金額 149円98銭 11円26銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

148円43銭 11円26銭

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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千
円）

12,529,254 12,290,787

普通株式に係る純資産額(千円) 11,124,964 10,901,282

 差額の主な内訳(千円) 
    少数株主持分 1,404,289 1,389,504

普通株式の発行済株式数(株) 718,799 718,799

普通株式の自己株式数(株) 1,929 1,929

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(株)

716,870 716,870

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株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 80,357 8,071

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

 普通株式に係る当期純利益(千円) 80,357 8,071

 普通株式の期中平均株式数(株) 535,785.06 716,870

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額(千円) ─ ―

 普通株式増加数(株) 
  (うち新株引受権(株))

5,601.52
( ─ )

―
( ─ )

希薄化効果を有していないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

平成16年6月29日定時株主総会決

議ストック・オプション

潜在株式の数 12,190株

平成17年6月27日定時株主総会決

議ストック・オプション

潜在株式の数 7,567株

平成17年6月27日定時株主総会決

議ストック・オプション

潜在株式の数 7,417株

平成21年12月22日臨時株主総会

決議新株予約権

潜在株式の数 125,000株
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