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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年６月27日に提出いたしました第59期（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）有価証券

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提

出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　【企業情報】

第１　【企業の概況】

　１　【主要な経営指標等の推移】

　（１）　連結経営指標等

　（２）　提出会社の経営指標等

　４　【関係会社の状況】

　（１）　連結子会社

第２　【事業の状況】

　１　【業績等の概要】

　（１）　業績

　（２）　キャッシュ・フローの状況

　７　【財政状態及び経営成績の分析】

　（１）　財政状態の分析

　（２）　経営成績の分析

第５　【経理の状況】

　２　監査証明について

　１　【連結財務諸表等】

　（１）　【連結財務諸表】

　　　①　【連結貸借対照表】

　　　②　【連結損益計算書】

　　　③　【連結株主資本等変動計算書】

　　　④　【連結キャッシュ・フロー計算書】

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　注記事項

　　（有価証券関係）

　　（デリバティブ取引関係）

　　　１　取引の状況に関する事項

　　　２　取引の時価等に関する事項

　　（税効果会計関係）

　　（セグメント情報）

　　　【事業の種類別セグメント情報】

　　（１株当たり情報）

　２　【財務諸表等】

　（１）　【財務諸表】

　　　①　【貸借対照表】

　　　②　【損益計算書】

　　　③　【株主資本等変動計算書】

　重要な会計方針

　注記事項

　　（税効果会計関係）

　　（１株当たり情報）

　　　④　【附属明細表】

　　　　　【有価証券明細表】

　　　　　　【債券】

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

（訂正前）

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 9,891,8889,559,1429,717,84311,645,1709,611,397

経常利益 (千円) 160,733 268,596 118,804 458,228 320,903

当期純利益 (千円) 128,985 165,132 370,652 136,706 55,798

純資産額 (千円) 3,194,2623,371,6614,054,1344,536,9414,192,977

総資産額 (千円) 10,076,15911,665,16813,684,84210,136,71212,279,444

１株当たり純資産額 (円) 222.08 234.67 282.29 276.26 251.38

１株当たり当期純利益
金額

(円) 8.91 11.45 25.71 9.52 3.89

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ─

自己資本比率 (％) 31.70 28.90 29.62 39.11 29.38

自己資本利益率 (％) 4.04 4.90 10.00 3.45 1.47

株価収益率 (倍) 22.07 22.63 10.46 24.47 35.99

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 26,790△561,6371,388,033310,2081,287,280

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △101,902△138,845 469,671△202,494 156,325

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 70,337 400,089△1,293,049△367,150△1,332,248

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 687,332 387,594 953,796 694,412 805,131

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(人)
404

〔15〕

391

〔11〕

380

〔16〕

367

〔17〕

349

〔14〕

(注) １．売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第58期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。
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（訂正後）

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 9,891,8889,559,1429,717,84311,645,1709,611,397

経常利益 (千円) 160,733 268,596 118,804 458,228 259,306

当期純利益 (千円) 128,985 165,132 370,652 136,706 25,556

純資産額 (千円) 3,194,2623,371,6614,054,1344,536,9414,156,508

総資産額 (千円) 10,076,15911,665,16813,684,84210,136,71212,242,975

１株当たり純資産額 (円) 222.08 234.67 282.29 276.26 249.28

１株当たり当期純利益
金額

(円) 8.91 11.45 25.71 9.52 1.78

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ─

自己資本比率 (％) 31.70 28.90 29.62 39.11 29.22

自己資本利益率 (％) 4.04 4.90 10.00 3.45 0.68

株価収益率 (倍) 22.07 22.63 10.46 24.47 78.65

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 26,790△561,6371,388,033310,2081,287,280

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △101,902△138,845 469,671△202,494 156,325

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 70,337 400,089△1,293,049△367,150△1,332,248

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 687,332 387,594 953,796 694,412 805,131

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(人)
404

〔15〕

391

〔11〕

380

〔16〕

367

〔17〕

349

〔14〕

(注) １．売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第58期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

（訂正前）

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 8,589,2158,522,5647,604,29710,174,2968,224,064

経常利益 (千円) 79,538 222,795 20,353 326,170 161,200

当期純利益 (千円) 116,402 155,687 333,413 108,314 39,564

資本金 (千円) 954,000 954,000 954,000 954,000 954,000

発行済株式総数 (千株) 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520

純資産額 (千円) 2,996,2643,165,2613,807,2333,689,2683,315,017

総資産額 (千円) 9,003,92010,358,47912,500,5058,828,05111,056,191

１株当たり純資産額 (円) 206.72 218.61 263.15 255.20 229.36

１株当たり配当額(内１
株当たり中間配当額)

(円)
4.00
(―)

4.00
(―)

4.00
(―)

4.00
(―)

4.00
(─)

１株当たり当期純利益
金額

(円) 8.03 10.75 23.04 7.49 2.74

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ─

自己資本比率 (％) 33.3 30.6 30.5 41.8 30.0

自己資本利益率 (％) 3.88 5.05 8.76 2.94 1.13

株価収益率 (倍) 24.66 24.19 11.68 31.11 51.09

配当性向 (％) 49.8 37.2 17.4 53.4 146.0

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(人)
358

〔8〕

346

〔8〕

335

〔8〕

319

〔8〕

306

〔9〕

(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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（訂正後）

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 8,589,2158,522,5647,604,29710,174,2968,224,064

経常利益 (千円) 79,538 222,795 20,353 326,170 115,036

当期純利益 (千円) 116,402 155,687 333,413 108,314 12,189

資本金 (千円) 954,000 954,000 954,000 954,000 954,000

発行済株式総数 (千株) 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520

純資産額 (千円) 2,996,2643,165,2613,807,2333,689,2683,287,642

総資産額 (千円) 9,003,92010,358,47912,500,5058,828,05111,028,816

１株当たり純資産額 (円) 206.72 218.61 263.15 255.20 227.47

１株当たり配当額(内１
株当たり中間配当額)

(円)
4.00
(―)

4.00
(―)

4.00
(―)

4.00
(―)

4.00
(─)

１株当たり当期純利益
金額

(円) 8.03 10.75 23.04 7.49 0.84

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ─

自己資本比率 (％) 33.3 30.6 30.5 41.8 29.8

自己資本利益率 (％) 3.88 5.05 8.76 2.94 0.35

株価収益率 (倍) 24.66 24.19 11.68 31.11 166.67

配当性向 (％) 49.8 37.2 17.4 53.4 476.2

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(人)
358

〔8〕

346

〔8〕

335

〔8〕

319

〔8〕

306

〔9〕

(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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４ 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

　

（訂正前）

名称 住所 資本金
主要な事業
内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

東京施設工業㈱

(注) ３

(注) ４

(注) ７

千葉県富里市
千円

50,000
生産機械製造業

25

[3.6]

当社の生産機械を製造して

いる。

役員の兼任あり。

(注) １．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．マレーシアに所在するエスティ　オートマチックマシナリー　エスディエヌ　ビーエッチディは、平成19年７月

13日に保有株式を全株売却したため、連結子会社でなくなりました。

３．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

４．議決権の所有割合欄の[外書]は、緊密な者又は同意している者の所有割合であります。

５．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、ありません。

６．特定子会社に該当する会社は、ありません。

７．東京施設工業㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％

を超えております。

主要な損益情報等 (1) 売上高 1,968,128千円

(2) 経常利益 157,676千円

(3) 当期純利益 84,676千円

(4) 純資産額 941,705千円

(5) 総資産額 1,466,141千円

　

（訂正後）

名称 住所 資本金
主要な事業
内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

東京施設工業㈱

(注) ３

(注) ４

(注) ７

千葉県富里市
千円

50,000
生産機械製造業

25

[3.6]

当社の生産機械を製造して

いる。

役員の兼任あり。

(注) １．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．マレーシアに所在するエスティ　オートマチックマシナリー　エスディエヌ　ビーエッチディは、平成19年７月

13日に保有株式を全株売却したため、連結子会社でなくなりました。

３．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

４．議決権の所有割合欄の[外書]は、緊密な者又は同意している者の所有割合であります。

５．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、ありません。

６．特定子会社に該当する会社は、ありません。

７．東京施設工業㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％

を超えております。

主要な損益情報等 (1) 売上高 1,968,128千円

(2) 経常利益 142,242千円

(3) 当期純利益 75,582千円

(4) 純資産額 932,611千円

(5) 総資産額 1,457,048千円
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

（訂正前）

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな拡大を続けてきたものの、エネルギーや原材料の高騰

に加え、アメリカのサブプライムローン問題による世界経済の減速の影響で、減速に転じつつあります。

企業の景況感は、先行きに対する不透明感もあって慎重になっており、設備投資の伸びは鈍化傾向となり

ました。包装機械業界におきましては、顧客の設備投資意欲は堅調に推移したものの、材料費や原油価格

は高水準のままであり、一部にはコストの上昇を価格に転嫁した顧客もありましたが、全般的にはコスト

増が顧客の収益性を圧迫し、結果的に顧客の設備投資計画に少なからず影響を及ぼし、市場環境は厳しい

状況にありました。 

　このような市場環境の中、当社グループの当連結会計年度の業績は売上高96億１千１百万円(前年同期

比17.5 ％減)、営業利益２億１千９百万円(同41.0％減)、経常利益３億２千万円(同30.0％減)と減収減益

となりました。当期純利益は税効果会計上の税負担が増加したこともあり、５千５百万円(同59.2％減)と

なりました。
　

　　　　　＜省　略＞

　

（訂正後）

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな拡大を続けてきたものの、エネルギーや原材料の高騰

に加え、アメリカのサブプライムローン問題による世界経済の減速の影響で、減速に転じつつあります。

企業の景況感は、先行きに対する不透明感もあって慎重になっており、設備投資の伸びは鈍化傾向となり

ました。包装機械業界におきましては、顧客の設備投資意欲は堅調に推移したものの、材料費や原油価格

は高水準のままであり、一部にはコストの上昇を価格に転嫁した顧客もありましたが、全般的にはコスト

増が顧客の収益性を圧迫し、結果的に顧客の設備投資計画に少なからず影響を及ぼし、市場環境は厳しい

状況にありました。 

　このような市場環境の中、当社グループの当連結会計年度の業績は売上高96億１千１百万円(前年同期

比17.5 ％減)、営業利益２億１千９百万円(同41.0％減)、経常利益２億５千９百万円(同43.4％減)、当期

純利益は、２千５百万円(同81.3％減)と減収減益となりました。
　

　　　　　＜省　略＞
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(2) 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

営業活動の結果得られた資金は12億８千７百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

２億２千３百万円、仕入債務の増加16億５千５百万円、前受金の増加22億１千５百万円などによる増加

と、売上債権の増加５億４千５百万円、たな卸資産の増加21億３千６百万円などによる減少の結果であり

ます。

　

（訂正後）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は12億８千７百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

１億６千１百万円、仕入債務の増加16億５千５百万円、前受金の増加22億１千５百万円などによる増加

と、売上債権の増加５億４千５百万円、たな卸資産の増加21億３千６百万円などによる減少の結果であり

ます。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 財政状態の分析

（訂正前）

(資産)

当連結会計年度末の資産合計は122億７千９百万円と前期に比べ21億４千２百万円と大幅に増加し

ました。うち、流動資産は、売上債権や受注済み棚卸資産の大幅な増加により73億４千４百万円と27億

９千４百万円増加しました。固定資産は、機械装置やソフトウエアが設備投資により増加したものの、

投資有価証券が売却や時価の下落により大幅に減少したことから49億３千４百万円と６億５千１百万

円減少しました。

　

(負債)

　　　　　＜省　略＞

　

(純資産)

当連結会計年度末の純資産合計は41億９千２百万円と前年同期比３億４千３百万円減少しました

が、これは、株式時価の下落により、その他有価証券評価差額金が減少したことによります。

　

（訂正後）

(資産)

当連結会計年度末の資産合計は122億４千２百万円と前期に比べ21億６百万円と大幅に増加しまし

た。うち、流動資産は、売上債権や受注済み棚卸資産の大幅な増加により73億４千４百万円と27億９千

４百万円増加しました。固定資産は、機械装置やソフトウエアが設備投資により増加したものの、投資

有価証券が売却や時価の下落により大幅に減少したことから48億９千８百万円と６億８千７百万円減

少しました。

　

(負債)

　　　　　＜省　略＞

　

(純資産)

当連結会計年度末の純資産合計は41億５千６百万円と前年同期比３億８千万円減少しましたが、こ

れは、株式時価の下落により、その他有価証券評価差額金が減少したことによります。

　

EDINET提出書類

株式会社　東京自働機械製作所(E01534)

訂正有価証券報告書

10/56



(2) 経営成績の分析

（訂正前）

（売上高）

　　　　　＜省　略＞

　

（営業利益）

　　　　　＜省　略＞

　

（経常利益）

金融収支が借入残高の減少に伴い改善したほか、テナント家賃収入が増加したことなどから営業外

収入は１億１百万円（前年同期比17.2％増）となりましたが、経常利益は３億２千万円（同30.0％

減）となりました。

　

（当期純利益）

特別利益は、投資有価証券の売却益５千万円など７千２百万円を計上したものの、特別損失はたな卸

資産廃棄損１億４千３百万円など１億６千９百万円を計上したことや税効果会計上の税負担が増加し

たことなどから、当期純利益は５千５百万円（前年同期比59.2％減）にとどまりました。

　

（訂正後）

（売上高）

　　　　　＜省　略＞

　

（営業利益）

　　　　　＜省　略＞

　

（経常利益）

金融収支が借入残高の減少に伴い改善したほか、テナント家賃収入が増加したものの、投資有価証券

評価損６千１百万円を計上したことなどから営業外収入は４千万円（前年同期比53.7％減）となり、

経常利益は２億５千９百万円（同43.4％減）となりました。

　

（当期純利益）

特別利益は、投資有価証券の売却益５千万円など７千２百万円を計上したものの、特別損失はたな卸

資産廃棄損１億４千３百万円など１億６千９百万円を計上したことから、当期純利益は２千５百万円

（前年同期比81.3％減）にとどまりました。
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第５ 【経理の状況】

２　監査証明について

（訂正前）

当社は、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)及び前事業年度(平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年４

月１日から平成20年３月31日まで)及び当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、東陽監査

法人により監査を受けております。

　

（訂正後）

当社は、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)及び前事業年度(平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年４

月１日から平成20年３月31日まで)及び当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、東陽監査

法人により監査を受けております。

　なお、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、第59期の有価証券報告書の訂正報告書を提出し

ておりますが、訂正後の連結財務諸表並びに財務諸表について、東陽監査法人により監査を受け、改めて監

査報告書を受領しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

（訂正前）

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,100,051 1,185,131

　２　受取手形及び売掛金 ※６ 1,397,480 1,943,230

　３　たな卸資産 1,767,543 3,890,633

　４　繰延税金資産 99,945 111,306

　５　その他 194,681 220,925

　　　  貸倒引当金 △8,928 △6,338

　　流動資産合計 4,550,77244.9 7,344,88959.8

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物及び構築物 ※２ 2,243,756 2,199,842

　　　　減価償却累計額 1,570,423673,332 1,578,273621,568

　　(2) 機械装置及び運搬具 ※２ 2,570,474 2,587,353

　　　　減価償却累計額 2,126,048444,426 2,204,354382,999

　　(3) 工具器具備品 396,939 395,115

　　　　減価償却累計額 356,86540,073 366,29528,820

　　(4) 土地 ※２ 1,489,355 1,476,723

　　　有形固定資産合計 2,647,18726.1 2,510,11120.4

　２　無形固定資産

　　(1) ソフトウェア 13,543 50,814

　　(2) その他 20,574 20,574

　　　無形固定資産合計 34,1180.3 71,3890.6

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※２ 2,189,918 1,464,594

　　(2) 関係会社株式 ※１ 2,150 2,150

　　(3) 繰延税金資産 75,772 292,372

　　(4) その他 645,687 598,716

　　　　  貸倒引当金 △8,894 △4,780

　　　投資その他の資産合計 2,904,63328.7 2,353,05319.2

　　固定資産合計 5,585,93955.1 4,934,55440.2

　　資産合計 10,136,712100.0 12,279,444100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※６ 1,126,894 2,781,913

　２　短期借入金 ※２ 1,200,000 740,000

　３　一年内償還予定社債 800,000 ─

　４　未払法人税等 32,847 77,835

　５　前受金 ─ 2,445,480

　６　未払費用 71,047 91,469

　７　賞与引当金 152,546 146,203

　８　役員賞与引当金 5,000 8,800

　９　品質保証引当金 101,834 84,613

　10　繰延税金負債 ─ 38

　11　その他 395,275 151,860

　　流動負債合計 3,885,44538.3 6,528,21553.2

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※２ 150,000 150,000

　２　退職給付引当金 1,314,657 1,219,356

　３　役員退職慰労引当金 100,050 89,956

　４　繰延税金負債 17,505 4,648

　５　その他 132,112 94,290

　　固定負債合計 1,714,32516.9 1,558,25112.7

　　負債合計 5,599,77055.2 8,086,46765.9

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 954,0009.4 954,0007.8

　２　資本剰余金 456,2804.5 456,2803.7

　３　利益剰余金 1,845,08418.2 1,844,36415.0

　４　自己株式 △31,856△0.3 △32,492△0.3

　　株主資本合計 3,223,50731.8 3,222,15226.2

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

743,9847.3 384,9763.1

　２　繰延ヘッジ損益 ─ ─ 208 0.0

　３　為替換算調整勘定 △2,109△0.0 ─ ─

　　評価・換算差額等合計 741,8747.3 385,1853.1

Ⅲ　少数株主持分 571,5585.7 585,6394.8

　　純資産合計 4,536,94144.8 4,192,97734.1

　　負債純資産合計 10,136,712100.0 12,279,444100.0
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（訂正後）

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,100,051 1,185,131

　２　受取手形及び売掛金 ※６ 1,397,480 1,943,230

　３　たな卸資産 1,767,543 3,890,633

　４　繰延税金資産 99,945 111,306

　５　その他 194,681 220,925

　　　  貸倒引当金 △8,928 △6,338

　　流動資産合計 4,550,77244.9 7,344,88960.0

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物及び構築物 ※２ 2,243,756 2,199,842

　　　　減価償却累計額 1,570,423673,332 1,578,273621,568

　　(2) 機械装置及び運搬具 ※２ 2,570,474 2,587,353

　　　　減価償却累計額 2,126,048444,426 2,204,354382,999

　　(3) 工具器具備品 396,939 395,115

　　　　減価償却累計額 356,86540,073 366,29528,820

　　(4) 土地 ※２ 1,489,355 1,476,723

　　　有形固定資産合計 2,647,18726.1 2,510,11120.5

　２　無形固定資産

　　(1) ソフトウェア 13,543 50,814

　　(2) その他 20,574 20,574

　　　無形固定資産合計 34,1180.3 71,3890.6

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※２ 2,189,918 1,402,996

　　(2) 関係会社株式 ※１ 2,150 2,150

　　(3) 繰延税金資産 75,772 317,501

　　(4) その他 645,687 598,716

　　　　  貸倒引当金 △8,894 △4,780

　　　投資その他の資産合計 2,904,63328.7 2,316,58518.9

　　固定資産合計 5,585,93955.1 4,898,08640.0

　　資産合計 10,136,712100.0 12,242,975100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※６ 1,126,894 2,781,913

　２　短期借入金 ※２ 1,200,000 740,000

　３　一年内償還予定社債 800,000 ─

　４　未払法人税等 32,847 77,835

　５　前受金 ─ 2,445,480

　６　未払費用 71,047 91,469

　７　賞与引当金 152,546 146,203

　８　役員賞与引当金 5,000 8,800

　９　品質保証引当金 101,834 84,613

　10　繰延税金負債 ─ 38

　11　その他 395,275 151,860

　　流動負債合計 3,885,44538.3 6,528,21553.3

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※２ 150,000 150,000

　２　退職給付引当金 1,314,657 1,219,356

　３　役員退職慰労引当金 100,050 89,956

　４　繰延税金負債 17,505 4,648

　５　その他 132,112 94,290

　　固定負債合計 1,714,32516.9 1,558,25112.7

　　負債合計 5,599,77055.2 8,086,46766.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 954,0009.4 954,0007.8

　２　資本剰余金 456,2804.5 456,2803.7

　３　利益剰余金 1,845,08418.2 1,814,12114.8

　４　自己株式 △31,856△0.3 △32,492△0.3

　　株主資本合計 3,223,50731.8 3,191,90926.1

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

743,9847.3 384,9763.1

　２　繰延ヘッジ損益 ─ ─ 208 0.0

　３　為替換算調整勘定 △2,109△0.0 ─ ─

　　評価・換算差額等合計 741,8747.3 385,1853.1

Ⅲ　少数株主持分 571,5585.7 579,4134.7

　　純資産合計 4,536,94144.8 4,156,50834.0

　　負債純資産合計 10,136,712100.0 12,242,975100.0
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② 【連結損益計算書】

（訂正前）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 11,645,170100.0 9,611,397100.0

Ⅱ　売上原価 ※２ 9,491,34081.5 7,757,75380.7

　　　売上総利益 2,153,82918.5 1,853,64419.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

1,782,48615.3 1,634,56217.0

　　　営業利益 371,3433.2 219,0812.3

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 4,857 15,122

　２　受取配当金 22,732 27,641

　３　賃貸料収入 147,188 145,318

　４　その他の営業外収益 34,812209,5901.8 27,338215,4212.2

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 50,956 35,745

　２　賃貸資産管理費 67,670 63,871

　３　その他の営業外費用 4,079 122,7061.1 13,981113,5991.2

　　　経常利益 458,2283.9 320,9033.3

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※３ 230 14,169

　２　投資有価証券売却益 ─ 50,599

　３　貸倒引当金戻入額 2,244 2,4740.0 7,271 72,0400.8

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※４ 714 ─

　２　固定資産除却損 ※５ 15,720 132

　３　たな卸資産廃棄損 41,008 143,757

　４　過年度品質保証
　　　引当金繰入額

93,786 ─

　５　関係会社株式売却損 ─ 1,240

　６　その他 7,653 158,8831.3 24,604169,7351.8

　　　税金等調整前
　　　当期純利益

301,8192.6 223,2092.3

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

53,740 94,718

　　　法人税等調整額 68,741122,4811.0 16,294111,0121.2

　　　少数株主利益 42,6310.4 56,3970.5

　　　当期純利益 136,7061.2 55,7980.6
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（訂正後）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 11,645,170100.0 9,611,397100.0

Ⅱ　売上原価 ※２ 9,491,34081.5 7,757,75380.7

　　　売上総利益 2,153,82918.5 1,853,64419.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

1,782,48615.3 1,634,56217.0

　　　営業利益 371,3433.2 219,0812.3

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 4,857 15,122

　２　受取配当金 22,732 27,641

　３　賃貸料収入 147,188 145,318

　４　その他の営業外収益 34,812209,5901.8 27,338215,4212.2

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 50,956 35,745

　２　賃貸資産管理費 67,670 63,871

　３　投資有価証券評価損 ─ 61,597

　４　その他の営業外費用 4,079 122,7061.1 13,981175,1961.8

　　　経常利益 458,2283.9 259,3062.7

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※３ 230 14,169

　２　投資有価証券売却益 ─ 50,599

　３　貸倒引当金戻入額 2,244 2,4740.0 7,271 72,0400.8

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※４ 714 ─

　２　固定資産除却損 ※５ 15,720 132

　３　たな卸資産廃棄損 41,008 143,757

　４　過年度品質保証
　　　引当金繰入額

93,786 ─

　５　関係会社株式売却損 ─ 1,240

　６　その他 7,653 158,8831.3 24,604169,7351.8

　　　税金等調整前
　　　当期純利益

301,8192.6 161,6111.7

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

53,740 94,718

　　　法人税等調整額 68,741122,4811.0 △8,834 85,8830.9

　　　少数株主利益 42,6310.4 50,1710.5

　　　当期純利益 136,7061.2 25,5560.3
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

（訂正前）

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 954,000 456,280 1,845,084 △31,856 3,223,507

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △56,518 △56,518

　当期純利益 55,798 55,798

　自己株式の取得 △635 △635

　自己株式の処分

　連結子会社減少に伴う減少高

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

─ ─ △719 △635 △1,355

平成20年３月31日残高(千円) 954,000 456,280 1,844,364 △32,492 3,222,152

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 743,984 ― △2,109 741,874 571,5584,536,941

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △56,518

　当期純利益 55,798

　自己株式の取得 △635

　自己株式の処分

　連結子会社減少に伴う減少高 2,109 2,109 2,109

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△359,008 208 △358,799 14,080 △344,719

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△359,008 208 2,109 △356,689 14,080 △343,964

平成20年３月31日残高(千円) 384,976 208 ─ 385,185 585,6394,192,977
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（訂正後）

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 954,000 456,280 1,845,084 △31,856 3,223,507

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △56,518 △56,518

　当期純利益 25,556 25,556

　自己株式の取得 △635 △635

　自己株式の処分

　連結子会社減少に伴う減少高

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

─ ─ △30,962 △635 △31,597

平成20年３月31日残高(千円) 954,000 456,280 1,814,121 △32,492 3,191,909

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 743,984 ― △2,109 741,874 571,5584,536,941

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △56,518

　当期純利益 25,556

　自己株式の取得 △635

　自己株式の処分

　連結子会社減少に伴う減少高 2,109 2,109 2,109

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△359,008 208 △358,799 7,854 △350,945

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△359,008 208 2,109 △356,689 7,854 △380,433

平成20年３月31日残高(千円) 384,976 208 ─ 385,185 579,4134,156,508
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　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 301,819 223,209

　　　減価償却費 120,618 146,914

　　　関係会社株式売却損 ─ 1,240

　　　退職給付引当金の減少額 △122,531 △95,300

　　　役員退職慰労引当金の増加額(△減少額） 17,073 △10,095

　　　賞与引当金の減少額 △66,460 △6,342

　　　役員賞与引当金の増加額 5,000 3,800

　　　品質保証引当金の増加額(△減少額) 101,834 △17,221

　　　貸倒引当金の減少額 △1,553 △6,704

　　　受取利息及び受取配当金 △27,590 △42,764

　　　為替差損益 △53 638

　　　支払利息 50,956 35,745

　　　投資有価証券売却益 ─ △50,599

　　　固定資産除却・売却損 16,434 132

　　　固定資産売却益 △230 △14,169

　　　売上債権の減少額(△増加額) 585,038 △545,749

　　　たな卸資産の減少額(△増加額) 2,458,566 △2,136,404

　　　その他流動資産の減少額 44,001 23,438

　　　仕入債務の増加額(△減少額) △823,696 1,655,018

　　　前受金の増加額(△減少額) △2,154,475 2,215,759

　　　未払費用の増加額(△減少額) △50,802 22,778

　　　その他流動負債の減少額 △56,089 △36,400

　　　預り保証金の増加額(△減少額) 24,060 △37,823

　　　役員賞与の支払額 △6,000 ―

　　　　小計 415,923 1,329,101

　　　利息及び配当金の受取額 27,590 42,764

　　　利息の支払額 △53,481 △34,855

　　　法人税等の支払額 △79,824 △49,730

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 310,208 1,287,280
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預け入れによる支出 △615 △900,000

　　　定期預金の払戻しによる収入 70,728 900,000

　　　有価証券の取得による支出 ─ △600,000

　　　有価証券の売却による収入 ─ 600,000

　　　投資有価証券の取得による支出 △153,794 △275,348

　　　投資有価証券の売却による収入 21,280 411,985

　　　連結の範囲の変更を伴う
　　　子会社株式の売却による収入

※２ ─ △11,950

　　　有形固定資産の取得による支出 △87,620 △17,656

　　　有形固定資産の売却による収入 484 44,183

　　　無形固定資産の取得等による支出 △911 △42,544

　　　貸付金の支出 △5,056 △1,632

　　　貸付金の回収による収入 7,259 3,096

　　　その他の投資等の増加による支出 △94,263 △51,887

　　　その他の投資等の減少による収入 40,014 98,078

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △202,494 156,325

Ⅲ　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 △450,000 △460,000

　　　長期借入れによる収入 150,000 ─

　　　社債償還による支出 ─ △800,000

　　　自己株式の取得による支出 △3,087 △635

　　　配当金の支払額 △56,563 △56,518

　　　少数株主への配当金の支払額 △7,500 △15,094

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △367,150 △1,332,248

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 53 △638

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △259,383 110,719

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 953,796 694,412

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 694,412 805,131
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（訂正後）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　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 301,819 161,611

　　　減価償却費 120,618 146,914

　　　関係会社株式売却損 ─ 1,240

　　　退職給付引当金の減少額 △122,531 △95,300

　　　役員退職慰労引当金の増加額(△減少額） 17,073 △10,095

　　　賞与引当金の減少額 △66,460 △6,342

　　　役員賞与引当金の増加額 5,000 3,800

　　　品質保証引当金の増加額(△減少額) 101,834 △17,221

　　　貸倒引当金の減少額 △1,553 △6,704

　　　受取利息及び受取配当金 △27,590 △42,764

　　　為替差損益 △53 638

　　　支払利息 50,956 35,745

　　　投資有価証券売却益 ─ △50,599

　　　投資有価証券評価損 ─ 61,597

　　　固定資産除却・売却損 16,434 132

　　　固定資産売却益 △230 △14,169

　　　売上債権の減少額(△増加額) 585,038 △545,749

　　　たな卸資産の減少額(△増加額) 2,458,566 △2,136,404

　　　その他流動資産の減少額 44,001 23,438

　　　仕入債務の増加額(△減少額) △823,696 1,655,018

　　　前受金の増加額(△減少額) △2,154,475 2,215,759

　　　未払費用の増加額(△減少額) △50,802 22,778

　　　その他流動負債の減少額 △56,089 △36,400

　　　預り保証金の増加額(△減少額) 24,060 △37,823

　　　役員賞与の支払額 △6,000 ―

　　　　小計 415,923 1,329,101

　　　利息及び配当金の受取額 27,590 42,764

　　　利息の支払額 △53,481 △34,855

　　　法人税等の支払額 △79,824 △49,730

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 310,208 1,287,280
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預け入れによる支出 △615 △900,000

　　　定期預金の払戻しによる収入 70,728 900,000

　　　有価証券の取得による支出 ─ △600,000

　　　有価証券の売却による収入 ─ 600,000

　　　投資有価証券の取得による支出 △153,794 △275,348

　　　投資有価証券の売却による収入 21,280 411,985

　　　連結の範囲の変更を伴う
　　　子会社株式の売却による収入

※２ ─ △11,950

　　　有形固定資産の取得による支出 △87,620 △17,656

　　　有形固定資産の売却による収入 484 44,183

　　　無形固定資産の取得等による支出 △911 △42,544

　　　貸付金の支出 △5,056 △1,632

　　　貸付金の回収による収入 7,259 3,096

　　　その他の投資等の増加による支出 △94,263 △51,887

　　　その他の投資等の減少による収入 40,014 98,078

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △202,494 156,325

Ⅲ　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 △450,000 △460,000

　　　長期借入れによる収入 150,000 ─

　　　社債償還による支出 ─ △800,000

　　　自己株式の取得による支出 △3,087 △635

　　　配当金の支払額 △56,563 △56,518

　　　少数株主への配当金の支払額 △7,500 △15,094

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △367,150 △1,332,248

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 53 △638

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △259,383 110,719

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 953,796 694,412

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 694,412 805,131
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（訂正前）

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

４　会計処理基準に関
する事項

　(1）重要な資産の評
価基準及び評価
方法

 
 

①　有価証券
　　子会社株式
　　　移動平均法による原価法
　　その他有価証券
　　　時価のあるもの
　　 決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

 
 

①　有価証券
　　子会社株式

同左
　　その他有価証券
　　　時価のあるもの

同左

　　　時価のないもの
　　　移動平均法による原価法

　　　時価のないもの
同左

②　　　　─────── ②　デリバティブ
　　　時価法

　

＜省　略＞

　

（訂正後）

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

４　会計処理基準に関
する事項

　(1）重要な資産の評
価基準及び評価
方法

 
 

①　有価証券
　　子会社株式
　　　移動平均法による原価法
　　その他有価証券
　　　時価のあるもの
　　 決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

 
 

①　有価証券
　　子会社株式

同左
　　その他有価証券
　　　時価のあるもの
　　 決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

　　 なお、組込デリバティブを区分して測
定することが出来ない複合金融商品
は、全体を時価評価し、評価差額を当
連結会計年度の損益に計上しており
ます。

　　　時価のないもの
　　　移動平均法による原価法

　　　時価のないもの
同左

②　　　　─────── ②　デリバティブ
　　　時価法

　

＜省　略＞
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注記事項

(有価証券関係)

（訂正前）

当連結会計年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 437,868 1,096,685 658,816

小計 437,868 1,096,685 658,816

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 50,749 46,052 △4,696

(2）その他 50,000 36,300 △13,700

小計 100,749 82,352 △18,396

合計 538,618 1,179,037 640,419

　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)

　

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

411,985 50,599 ─

　

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

　

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

　　　非上場株式 22,937

　　　債券 262,620

　

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における

　　償還予定額
　

区分
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

　１．債券

　　　社債 ― 100,640 ─ ―

　２．その他 ― 98,280 ― 100,000

合計 ─ 198,920 ─ 100,000
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（訂正後）

当連結会計年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 437,868 1,096,685 658,816

小計 437,868 1,096,685 658,816

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 50,749 46,052 △4,696

(2）債券 162,620 101,022 △61,597

(3）その他 50,000 36,300 △13,700

小計 263,369 183,374 △79,994

合計 701,238 1,280,059 578,821

（注）債券は、他社株転換社債等の複合金融商品（契約額計162,620千円、連結貸借対照表計上額101,022千円）であり、

投資有価証券評価損61,597千円を営業外費用に計上しております。

　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)

　

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

411,985 50,599 ─

　

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

　

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

　　　非上場株式 22,937

　　　債券 100,000

　

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における

　　償還予定額
　

区分
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

　１．債券

　　　社債 ― 162,620 ─ 100,000

　２．その他 ― 36,300 ― ―

合計 ─ 198,920 ─ 100,000
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

（訂正前）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 

　　　　　　　　─────────

(1)　取引の内容及び利用目的等

　　主として当社は、通常の営業過程における輸入取引の
為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為替予
約取引を行っております。

　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ
ております。

 

　 　 ① ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) 為替予約取引

(ヘッジ対象) 外貨建予定取引
 
　 ② ヘッジ方針

　　　主として当社は、外貨建予定取引の為替変動リスクを
ヘッジするため、為替予約取引を行っております。

 

　 ③ ヘッジの有効性評価の方法

　　　ヘッジ対象である外貨建予定取引とヘッジの手段と
した為替予約取引は、重要な条件が同一ですので、有
効性判定を省略しております。

 

(2)　取引に対する取組方針

　　通貨関連のデリバティブ取引については、主として
ユーロ建ての仕入契約をヘッジするためのものである
ため、外貨建買掛金及び成約高の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方
針であります。

 
(3)　取引に係るリスクの内容

　　為替予約取引には、為替相場の変動によるリスクをそ
れぞれ有しております。

　　なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の
高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ
るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断してお
ります。

 

(4)　取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限
及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担
当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
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（訂正後）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 

　　　　　　　　─────────

(1)　取引の内容及び利用目的等

　　主として当社は、通常の営業過程における輸入取引の
為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為替予
約取引を行っております。

　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ
ております。

 

　 　 ① ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) 為替予約取引

(ヘッジ対象) 外貨建予定取引
 
　 ② ヘッジ方針

　　　主として当社は、外貨建予定取引の為替変動リスクを
ヘッジするため、為替予約取引を行っております。

 

　 ③ ヘッジの有効性評価の方法

　　　ヘッジ対象である外貨建予定取引とヘッジの手段と
した為替予約取引は、重要な条件が同一ですので、有
効性判定を省略しております。

　　　また、複合金融商品である他社株転換社債による資金
運用を行っております。

 

(2)　取引に対する取組方針

　　通貨関連のデリバティブ取引については、主として
ユーロ建ての仕入契約をヘッジするためのものである
ため、外貨建買掛金及び成約高の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方
針であります。

　　また、複合金融商品については、余資運用の一環とし
て、効果的かつ効率的な資金運用を図るため行ってお
ります。他社株転換社債は、リスクフリーレートの公社
債に比較して利回りが高い反面、下記（３）のリスク
を内包しております。この為以下の取組方針を堅守し
ております。

　　銘柄別の投資額及び運用金額全体に制限を設ける。
 
(3)　取引に係るリスクの内容

　　為替予約取引には、為替相場の変動によるリスクをそ
れぞれ有しております。

　　なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の
高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ
るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断してお
ります。

　　また、複合金融商品については、対象株式等の時価の下
落により株式で償還される等により元本の一部が毀損
し、他社株転換社債の額面金額で償還されないリスク
があります。

 
(4)　取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限
及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担
当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
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２　取引の時価等に関する事項

（訂正前）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
　

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

当社グループにおけるデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除
いております。

　

（訂正後）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
　

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

（１）為替予約取引

為替予約取引は、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。
　

（２）複合金融商品

組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評
価し「（有価証券関係）１．その他有価証券で時価のあるもの」に含めて記載しております。
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(税効果会計関係)

（訂正前）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)

　
前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）

繰延税金資産（流動）

繰越欠損金 107,417 ─

賞与引当金 62,155 59,559

その他 37,790 51,890

207,362 111,449

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 531,563 488,152

役員退職慰労引当金 40,781 32,494

繰越欠損金 ─ 138,399

その他 10,718 9,722

583,062 668,767

繰延税金資産小計 790,424 780,216

評価性引当額（流動） △107,417 ─

　　 〃 　　（固定） △12,310 △115,792

繰延税金資産合計 670,697 664,424

繰延税金負債（流動） △226 △181

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △512,259 △265,251

繰延税金負債合計 △512,485 △265,432

繰延税金資産の純額 158,212 398,992

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

　
(単位：千円)

　
前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 99,945 111,306

固定資産－繰延税金資産 75,772 292,372

流動負債－繰延税金負債 － △38

固定負債－繰延税金負債 △17,505 △4,648

　
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整）

連結子会社の税率差異 △0.8 1.1

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.0 2.1

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△4.1 △3.2

住民税均等割等 4.2 4.9

評価性引当額の増減 △4.2 △0.7

その他 0.8 4.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.6％ 49.7％
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（訂正後）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)

　
前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）

繰延税金資産（流動）

繰越欠損金 107,417 ─

賞与引当金 62,155 59,559

その他 37,790 51,890

207,362 111,449

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 531,563 488,152

役員退職慰労引当金 40,781 32,494

繰越欠損金 ─ 138,399

投資有価証券評価損 ─ 25,128

その他 10,718 9,722

583,062 693,895

繰延税金資産小計 790,424 805,344

評価性引当額（流動） △107,417 ─

　　 〃 　　（固定） △12,310 △115,792

繰延税金資産合計 670,697 689,552

繰延税金負債（流動） △226 △181

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △512,259 △265,251

繰延税金負債合計 △512,485 △265,432

繰延税金資産の純額 158,212 424,120

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

　
(単位：千円)

　
前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 99,945 111,306

固定資産－繰延税金資産 75,772 317,501

流動負債－繰延税金負債 － △38

固定負債－繰延税金負債 △17,505 △4,648

　
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整）

連結子会社の税率差異 △0.8 1.6

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.0 2.8

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△4.1 △4.4

住民税均等割等 4.2 6.8

評価性引当額の増減 △4.2 △1.0

その他 0.8 6.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.6％ 53.1％

　

EDINET提出書類

株式会社　東京自働機械製作所(E01534)

訂正有価証券報告書

32/56



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

（訂正前）

包装機械
（千円）

生産機械
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する
売上高

3,684,6635,926,7349,611,397 ─ 9,611,397

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 3,684,6635,926,7349,611,397 ─ 9,611,397

営業費用 3,583,2885,183,3228,766,611625,7049,392,315

営業利益 101,374 743,411 844,786(625,704)219,081

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 3,273,1686,105,5379,378,7062,900,73712,279,444

減価償却費 46,330 86,420 132,750 14,164 146,914

資本的支出 27,841 51,934 79,776 ─ 79,776

(注) 　　＜省　略＞

　
４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,900,737千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び総務・経理等の管理部門に係る資産等であり

ます。

　
　　＜省　略＞
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（訂正後）

包装機械
（千円）

生産機械
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する
売上高

3,684,6635,926,7349,611,397 ─ 9,611,397

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 3,684,6635,926,7349,611,397 ─ 9,611,397

営業費用 3,583,2885,183,3228,766,611625,7049,392,315

営業利益 101,374 743,411 844,786(625,704)219,081

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 3,281,9386,121,8969,403,8352,839,13912,242,975

減価償却費 46,330 86,420 132,750 14,164 146,914

資本的支出 27,841 51,934 79,776 ─ 79,776

(注) 　　＜省　略＞

　
４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,839,139千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び総務・経理等の管理部門に係る資産等であり

ます。

　
　　＜省　略＞
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(１株当たり情報)

（訂正前）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 276.26円１株当たり純資産額 251.38円

１株当たり当期純利益金額 9.52円１株当たり当期純利益金額 3.89円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
　 １．１株当たり純資産額

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

当連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 4,536,941 4,192,977

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 571,558 585,639

（うち少数株主持分） (571,558) (585,639)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,965,382 3,607,337

普通株式の発行済株式数（株） 14,520,000 14,520,000

普通株式の自己株式数（株） 166,541 170,068

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数（株）

14,353,459 14,349,932

　
 　２．１株当たり当期純利益

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 136,706 55,798

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） 136,706 55,798

期中平均株式数（株） 14,358,178 14,351,245
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（訂正後）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 276.26円１株当たり純資産額 249.28円

１株当たり当期純利益金額 9.52円１株当たり当期純利益金額 1.78円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
　 １．１株当たり純資産額

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

当連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 4,536,941 4,156,508

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 571,558 579,413

（うち少数株主持分） (571,558) (579,413)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,965,382 3,577,095

普通株式の発行済株式数（株） 14,520,000 14,520,000

普通株式の自己株式数（株） 166,541 170,068

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数（株）

14,353,459 14,349,932

　
 　２．１株当たり当期純利益

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 136,706 25,556

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） 136,706 25,556

期中平均株式数（株） 14,358,178 14,351,245
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

（訂正前）

　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 591,302 787,591

　２　受取手形 ※５ 289,408 203,412

　３　売掛金 ※４ 900,050 1,597,826

　４　商品 36,422 30,890

　５　製品 276,310 143,500

　６　原材料 9,357 12,974

　７　仕掛品 1,323,057 3,535,553

　８　貯蔵品 1,841 1,889

　９　前渡金 91,112 8,756

　10　前払費用 30,367 12,500

　11　未収消費税等 ― 144,599

　12　繰延税金資産 96,108 95,063

　13　その他 31,650 33,310

　14　貸倒引当金 △7,230 △5,244

　　流動資産合計 3,669,75841.6 6,602,62559.7

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物 ※１ 1,678,568 1,638,177

　　　　減価償却累計額 1,180,219498,349 1,180,338457,838

　　(2) 構築物 234,406 230,882

　　　　減価償却累計額 190,47743,928 191,95038,932

　　(3) 機械及び装置 ※１ 2,296,990 2,316,137

　　　　減価償却累計額 1,889,984407,006 1,964,533351,604

　　(4) 車輌及び運搬具 44,369 44,369

　　　　減価償却累計額 39,933 4,435 41,424 2,944

　　(5) 工具器具備品 337,158 337,743

　　　　減価償却累計額 308,33328,824 315,79721,946

　　(6) 土地 ※１ 1,463,449 1,450,817

　　　有形固定資産合計 2,445,99327.7 2,324,08321.0
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

　２　無形固定資産

　　(1) 借地権 17,320 17,320

　　(2) ソフトウェア 11,019 49,341

　　(3) 電話加入権 2,503 2,503

　　　無形固定資産合計 30,8430.4 69,1640.6

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※１ 2,031,282 1,254,195

　　(2) 関係会社株式 24,643 14,093

　　(3) 従業員に対する
　　　　長期貸付金

582 299

　　(4) 破産更生債権等 82 ─

　　(5) 長期前払費用 42,641 42,428

　　(6) 保険積立金 440,061 460,514

　　(7) 差入保証金 139,496 74,598

　  (8) 繰延税金資産 ─ 207,407

　  (9) その他の投資 11,560 11,560

　 (10) 貸倒引当金 △8,894 △4,780

　　　投資その他の資産合計 2,681,45630.3 2,060,31718.7

　　固定資産合計 5,158,29358.4 4,453,56640.3

　　資産合計 8,828,051100.0 11,056,191100.0
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形
※４
※５

755,736 2,114,777

　２　買掛金 ※４ 360,803 705,237

　３　短期借入金 ※１ 1,100,000 700,000

　４　一年内償還予定社債 800,000 ─

　５　未払金 ※４ 78,413 75,251

　６　未払費用 49,967 75,688

　７　未払法人税等 15,951 15,251

　８　前受金 202,804 2,444,640

　９　預り金 31,678 56,770

　10　賞与引当金 134,266 131,983

　11　品質保証引当金 101,834 84,613

　12　その他 479 6,704

　　　流動負債合計 3,631,93541.1 6,410,91858.0

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※１ 150,000 150,000

　２　退職給付引当金 1,121,698 1,016,863

　３　役員退職慰労引当金 84,137 69,101

　４　預り保証金 132,112 94,290

　５　繰延税金負債 18,899 ─

　　　固定負債合計 1,506,84817.1 1,330,25512.0

　　　負債合計 5,138,78358.2 7,741,17370.0

　

EDINET提出書類

株式会社　東京自働機械製作所(E01534)

訂正有価証券報告書

39/56



　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 954,00010.8 954,0008.6

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 456,280 456,280

　　　　資本剰余金合計 456,2805.2 456,2804.1

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 238,500 238,500

　　(2) その他利益剰余金

　　　　別途積立金 1,010,000 1,010,000

　　　　繰越利益剰余金 300,850 282,587

　　　　利益剰余金合計 1,549,35017.6 1,531,08713.9

　４　自己株式 △13,276△0.2 △13,911△0.1

　　株主資本合計 2,946,35433.4 2,927,45626.5

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

742,9138.4 387,3523.5

　２　繰延ヘッジ損益 ─ ─ 208 0.0

　　　評価・換算差額等合計 742,9138.4 387,5613.5

　　純資産合計 3,689,26841.8 3,315,01730.0

　　負債純資産合計 8,828,051100.0 11,056,191100.0
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（訂正後）

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 591,302 787,591

　２　受取手形 ※５ 289,408 203,412

　３　売掛金 ※４ 900,050 1,597,826

　４　商品 36,422 30,890

　５　製品 276,310 143,500

　６　原材料 9,357 12,974

　７　仕掛品 1,323,057 3,535,553

　８　貯蔵品 1,841 1,889

　９　前渡金 91,112 8,756

　10　前払費用 30,367 12,500

　11　未収消費税等 ― 144,599

　12　繰延税金資産 96,108 95,063

　13　その他 31,650 33,310

　14　貸倒引当金 △7,230 △5,244

　　流動資産合計 3,669,75841.6 6,602,62559.9

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物 ※１ 1,678,568 1,638,177

　　　　減価償却累計額 1,180,219498,349 1,180,338457,838

　　(2) 構築物 234,406 230,882

　　　　減価償却累計額 190,47743,928 191,95038,932

　　(3) 機械及び装置 ※１ 2,296,990 2,316,137

　　　　減価償却累計額 1,889,984407,006 1,964,533351,604

　　(4) 車輌及び運搬具 44,369 44,369

　　　　減価償却累計額 39,933 4,435 41,424 2,944

　　(5) 工具器具備品 337,158 337,743

　　　　減価償却累計額 308,33328,824 315,79721,946

　　(6) 土地 ※１ 1,463,449 1,450,817

　　　有形固定資産合計 2,445,99327.7 2,324,08321.1
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

　２　無形固定資産

　　(1) 借地権 17,320 17,320

　　(2) ソフトウェア 11,019 49,341

　　(3) 電話加入権 2,503 2,503

　　　無形固定資産合計 30,8430.4 69,1640.6

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※１ 2,031,282 1,208,032

　　(2) 関係会社株式 24,643 14,093

　　(3) 従業員に対する
　　　　長期貸付金

582 299

　　(4) 破産更生債権等 82 ─

　　(5) 長期前払費用 42,641 42,428

　　(6) 保険積立金 440,061 460,514

　　(7) 差入保証金 139,496 74,598

　  (8) 繰延税金資産 ─ 226,195

　  (9) その他の投資 11,560 11,560

　 (10) 貸倒引当金 △8,894 △4,780

　　　投資その他の資産合計 2,681,45630.3 2,032,94218.4

　　固定資産合計 5,158,29358.4 4,426,19140.1

　　資産合計 8,828,051100.0 11,028,816100.0
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形
※４
※５

755,736 2,114,777

　２　買掛金 ※４ 360,803 705,237

　３　短期借入金 ※１ 1,100,000 700,000

　４　一年内償還予定社債 800,000 ─

　５　未払金 ※４ 78,413 75,251

　６　未払費用 49,967 75,688

　７　未払法人税等 15,951 15,251

　８　前受金 202,804 2,444,640

　９　預り金 31,678 56,770

　10　賞与引当金 134,266 131,983

　11　品質保証引当金 101,834 84,613

　12　その他 479 6,704

　　　流動負債合計 3,631,93541.1 6,410,91858.1

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※１ 150,000 150,000

　２　退職給付引当金 1,121,698 1,016,863

　３　役員退職慰労引当金 84,137 69,101

　４　預り保証金 132,112 94,290

　５　繰延税金負債 18,899 ─

　　　固定負債合計 1,506,84817.1 1,330,25512.1

　　　負債合計 5,138,78358.2 7,741,17370.2
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 954,00010.8 954,0008.7

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 456,280 456,280

　　　　資本剰余金合計 456,2805.2 456,2804.1

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 238,500 238,500

　　(2) その他利益剰余金

　　　　別途積立金 1,010,000 1,010,000

　　　　繰越利益剰余金 300,850 255,212

　　　　利益剰余金合計 1,549,35017.6 1,503,71213.6

　４　自己株式 △13,276△0.2 △13,911△0.1

　　株主資本合計 2,946,35433.4 2,900,08126.3

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

742,9138.4 387,3523.5

　２　繰延ヘッジ損益 ─ ─ 208 0.0

　　　評価・換算差額等合計 742,9138.4 387,5613.5

　　純資産合計 3,689,26841.8 3,287,64229.8

　　負債純資産合計 8,828,051100.0 11,028,816100.0
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② 【損益計算書】

（訂正前）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 1,109 5,859

　２　受取配当金 25,114 34,913

　３　賃貸料収入 ※５ 172,988 170,958

　４　為替差益 4,237 ─

　５　雑収入 30,673234,1232.3 25,371237,1032.9

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 36,236 19,937

　２　社債利息 13,439 11,100

　３　輸出債権売却損 ─ 3,475

　４　賃貸資産管理費 67,670 63,871

　５　雑支出 4,034 121,3811.2 13,388111,7731.3

　　　経常利益 326,1703.2 161,2002.0

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※１ 230 14,169

　２　投資有価証券売却益 ― 50,599

　３　貸倒引当金戻入額 3,008 3,2380.0 6,021 70,7900.8

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※２ 714 ─

　２　固定資産除却損 ※３ 15,374 132

　３　たな卸資産廃棄損 ※４ 41,008 143,757

　４　過年度品質保証
　　　引当金繰入額

93,786 ─

　５　その他 3,902 154,7861.5 19,154163,0442.0

　　　税引前当期純利益 174,6221.7 68,9460.8

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

10,752 10,752

　　　法人税等調整額 55,556 66,3080.6 18,630 29,3820.3

　　　当期純利益 108,3141.1 39,5640.5
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（訂正後）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 1,109 5,859

　２　受取配当金 25,114 34,913

　３　賃貸料収入 ※５ 172,988 170,958

　４　為替差益 4,237 ─

　５　雑収入 30,673234,1232.3 25,371237,1032.9

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 36,236 19,937

　２　社債利息 13,439 11,100

　３　輸出債権売却損 ─ 3,475

　４　賃貸資産管理費 67,670 63,871

　５　投資有価証券評価損 ─ 46,163

　６　雑支出 4,034 121,3811.2 13,388157,9361.9

　　　経常利益 326,1703.2 115,0361.4

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※１ 230 14,169

　２　投資有価証券売却益 ― 50,599

　３　貸倒引当金戻入額 3,008 3,2380.0 6,021 70,7900.8

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※２ 714 ─

　２　固定資産除却損 ※３ 15,374 132

　３　たな卸資産廃棄損 ※４ 41,008 143,757

　４　過年度品質保証
　　　引当金繰入額

93,786 ─

　５　その他 3,902 154,7861.5 19,154163,0442.0

　　　税引前当期純利益 174,6221.7 22,7820.2

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

10,752 10,752

　　　法人税等調整額 55,556 66,3080.6 △158 10,5930.1

　　　当期純利益 108,3141.1 12,1890.1
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③ 【株主資本等変動計算書】

（訂正前）

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 954,000 456,280 238,5001,010,000300,8501,549,350

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △57,826 △57,826

　当期純利益 39,564 39,564

　自己株式の取得

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ─ ─ ─ ─ △18,262 △18,262

平成20年３月31日残高(千円) 954,000 456,280 238,5001,010,000282,5871,531,087

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額

等合計

平成19年３月31日残高(千円) △13,2762,946,354742,913 ─ 742,9133,689,268

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △57,826 △57,826

　当期純利益 39,564 39,564

　自己株式の取得 △635 △635 △635

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△355,561 208 △355,352△355,352

事業年度中の変動額合計(千円) △635 △18,898△355,561 208 △355,352△374,250

平成20年３月31日残高(千円) △13,9112,927,456387,352 208 387,5613,315,017
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（訂正後）

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 954,000 456,280 238,5001,010,000300,8501,549,350

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △57,826 △57,826

　当期純利益 12,189 12,189

　自己株式の取得

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ─ ─ ─ ─ △45,637 △45,637

平成20年３月31日残高(千円) 954,000 456,280 238,5001,010,000255,2121,503,712

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額

等合計

平成19年３月31日残高(千円) △13,2762,946,354742,913 ─ 742,9133,689,268

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △57,826 △57,826

　当期純利益 12,189 12,189

　自己株式の取得 △635 △635 △635

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△355,561 208 △355,352△355,352

事業年度中の変動額合計(千円) △635 △46,273△355,561 208 △355,352△401,625

平成20年３月31日残高(千円) △13,9112,900,081387,352 208 387,5613,287,642
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重要な会計方針

　

（訂正前）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基
準及び評価方法

(1) 子会社株式
　移動平均法による原価法
 

(1) 子会社株式
同左

(2) その他有価証券
　時価のあるもの
　　決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

(2) その他有価証券
　時価のあるもの

同左

　時価のないもの
　　移動平均法による原価法

　時価のないもの
同左

　

＜省　略＞

　

（訂正後）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基
準及び評価方法

(1) 子会社株式
　移動平均法による原価法
 

(1) 子会社株式
同左

(2) その他有価証券
　時価のあるもの
　　決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

(2) その他有価証券
　時価のあるもの
　　決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

　　なお、組込デリバティブを区分して、測
定することが出来ない複合金融商品
は、全体を時価評価し、評価差額を当事
業年度の損益に計上しております。

　時価のないもの
　　移動平均法による原価法

　時価のないもの
同左

　

＜省　略＞
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注記事項

(税効果会計関係)

（訂正前）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)
　

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

当事業年度
（平成20年３月31日現在）

繰延税金資産（流動）

繰越欠損金 107,417 ─

賞与引当金繰入 54,646 53,717

品質保証引当金 41,446 34,437

その他 16 7,052

203,525 95,207

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 456,530 413,863

繰越欠損金 ― 138,399

役員退職慰労引当金 34,244 28,124

その他 12,528 8,670

503,302 589,056

繰延税金資産小計 706,827 684,263

評価性引当額（流動） △107,417 ─

　　 〃 　　（固定） △12,310 △115,793

繰延税金資産合計 587,100 568,470

繰延税金負債（流動） ─ △143

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △509,891 △265,856

繰延税金負債合計 △509,891 △265,999

繰延税金資産の純額 77,208 302,471

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な内訳

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4 3.6

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△3.5 △9.8

住民税均等割等 6.2 15.6

評価性引当額の増減 0.2 △2.4

繰越欠損金 △9.7 ─

その他 0.6 △5.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.9％ 42.6％
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（訂正後）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)
　

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

当事業年度
（平成20年３月31日現在）

繰延税金資産（流動）

繰越欠損金 107,417 ─

賞与引当金繰入 54,646 53,717

品質保証引当金 41,446 34,437

その他 16 7,052

203,525 95,207

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 456,530 413,863

繰越欠損金 ― 138,399

役員退職慰労引当金 34,244 28,124

投資有価証券評価損 ― 18,788

その他 12,528 8,670

503,302 607,844

繰延税金資産小計 706,827 703,051

評価性引当額（流動） △107,417 ─

　　 〃 　　（固定） △12,310 △115,793

繰延税金資産合計 587,100 587,258

繰延税金負債（流動） ─ △143

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △509,891 △265,856

繰延税金負債合計 △509,891 △265,999

繰延税金資産の純額 77,208 321,259

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な内訳

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4 10.9

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△3.5 △29.6

住民税均等割等 6.2 47.2

評価性引当額の増減 0.2 △7.3

繰越欠損金 △9.7 ─

その他 0.6 △15.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.9％ 46.5％

　

EDINET提出書類

株式会社　東京自働機械製作所(E01534)

訂正有価証券報告書

51/56



(１株当たり情報)

（訂正前）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 255.20円１株当たり純資産額 229.36円

１株当たり当期純利益金額 7.49円１株当たり当期純利益金額 2.74円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
１．１株当たり純資産額

前事業年度末
(平成19年３月31日)

当事業年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 3,689,268 3,315,017

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ─ ─

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,689,268 3,315,017

普通株式の発行済株式数（株） 14,520,000 14,520,000

普通株式の自己株式数（株） 63,429 66,956

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数（株）

14,456,571 14,453,044

　

２．１株当たり当期純利益金額

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 108,314 39,564

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） 108,314 39,564

期中平均株式数（株） 14,461,290 14,454,357
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（訂正後）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 255.20円１株当たり純資産額 227.47円

１株当たり当期純利益金額 7.49円１株当たり当期純利益金額 0.84円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
１．１株当たり純資産額

前事業年度末
(平成19年３月31日)

当事業年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 3,689,268 3,287,642

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ─ ─

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,689,268 3,287,642

普通株式の発行済株式数（株） 14,520,000 14,520,000

普通株式の自己株式数（株） 63,429 66,956

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数（株）

14,456,571 14,453,044

　

２．１株当たり当期純利益金額

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 108,314 12,189

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） 108,314 12,189

期中平均株式数（株） 14,461,290 14,454,357
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【債券】

（訂正前）

銘柄 券面総額(千円)
貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証
券

その他有
価証券

(他社株転換条項付社債)

KBC Financial Products 
International Ltd.

100,640 100,640

計 100,640 100,640

　

（訂正後）

銘柄 券面総額(千円)
貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証
券

その他有
価証券

(他社株転換条項付社債)

KBC Financial Products 
International Ltd.

100,640 54,476

計 100,640 54,476
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独立監査人の監査報告書

　

平成２１年２月１０日

株式会社　東京自働機械製作所

取 締 役 会　御中

東 陽 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　小　　林　　良　　三　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　北　　島　　　　　緑　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社東京自働機械製作所の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会

計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社東京自働機械製作所及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

　

追記情報

セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」（注）６に記載されているとおり、会社は当連結会

計年度より事業の種類別セグメントにおける事業区分の方法及び営業費用の配分方法を変更している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 (注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

形で別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成２１年２月１０日

株式会社東京自働機械製作所

取 締 役 会　御中

東 陽 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　小　　林　　良　　三　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　  北　　島　　　　　緑　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社東京自働機械製作所の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第５９

期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監

査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する

意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社東京自働機械製作所の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年

度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 (注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

別途保管しております。 
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