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 平成２１年２月１２日 
各位 
                              会社名  株式会社東京自働機械製作所 
                              代表者名 取締役社長   市川 孝 
                               （コード番号６３６０ 東証第ニ部） 
                              問合せ先 取締役総務部長 谷口 輝雄 
                                                      (ＴＥＬ０３－３８６６－７１７１) 

 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年 3 月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 平成 20 年８月１日に発表しました｢平成 21 年３月期第 1 四半期決算短信｣の記載内容について一

部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 
 
１． 訂正理由 

 
当社グループは資金運用として債券を保有いたしておりますが、それらの債券は当期の第 2
四半期まで時価のないものとして全て取得原価で会計処理を行なってまいりました。 
 これは、保有する債券は、元本を毀損する恐れのあるデリバティブを含む複合金融商品で

はなく、時価評価すべきものとは考えていなかったことによります。 
しかし、その中に複合金融商品である他社株転換社債が含まれており、他社株転換社債は

デリバティブ取引であることから、時価評価が必要なこと、なおかつ、その評価損益を損益

計算書に表示すべきものと、当第 3 四半期の監査において監査法人より会計処理の誤りを指

摘されました。 
指摘内容を検討した結果、複合金融商品の時価評価差額につきましては、営業外収益又は

営業外費用に計上すべきであり、取得原価で処理した会計処理に誤りがあると判断いたしま

したので、前期末の会計処理からあらためて時価評価を行い、関連する決算数値及び定性情

報を訂正いたしました。 
なお、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出は、事務手続きの関係から平成 21

年２月 13 日を予定しております。 
 

２． 訂正箇所  
 
下線で表示しております。 

 
(参考) 連結業績                          (単位：百万円) 

  
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 
(訂正前)平成 21 年 3 月期

第 1 四半期実績 
 

2,467 
 

△1 
 

U37U 

 
U△23U 

 
U△1.64U 

(訂正後)平成 21 年 3 月期

第 1 四半期実績 
 

2,467 
 

△1 
 

U68U 

 
U△0U 

 
U△0.04U 

  差   異 － － 31 23 1.60 
 

(財) 財務会計基準機構会員 
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(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(訂正前) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

 

平成20年８月１日
上 場 会 社 名 株式会社東京自働機械製作所 上場取引所  東証第二部

コ ー ド 番 号 ６３６０ URL http://www.tam-tokyo.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)市川 孝
問合せ先責任者 (役職名)取締役総務部長 (氏名)谷口 輝雄 TEL  (03) 3866―7171

四半期報告書提出予定日 平成20年８月13日

1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

21年３月期第１四半期 2,467 ─ △1 ─ 37 ─ △23 ─

20年３月期第１四半期 1,946 △33.2 △35 ─ △31 ─ △49 ─

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 △1 64 ─
20年３月期第１四半期 △3 45 ─

 (2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 11,684 4,206 30.9 251 71

20年３月期 12,279 4,192 29.4 251 38

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 3,611百万円 20年３月期 3,607百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ ─ ─ 4 00 4 00

21年３月期 ─ ── ── ── ──

21年３月期(予想) ── ─ ─ 4 00 4 00

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

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２四半期連結累計期間 5,725 29.1 85 13.3 119 △7.8 45 △13.5 3 14

通期 10,207 6.2 219 0.0 284 △11.3 158 187.3 11 01
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  [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 
(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

 1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 2.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があり
ます。 

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年３月期第１四半期 14,520,000株 20年３月期 14,520,000株

21年３月期第１四半期 68,199株 20年３月期 66,956株

21年３月期第１四半期 14,349,297株 20年３月期第１四半期 14,358,178株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(訂正後) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

 

平成20年８月１日
上 場 会 社 名 株式会社東京自働機械製作所 上場取引所  東証第二部

コ ー ド 番 号 ６３６０ URL http://www.tam-tokyo.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)市川 孝
問合せ先責任者 (役職名)取締役総務部長 (氏名)谷口 輝雄 TEL  (03) 3866―7171

四半期報告書提出予定日 平成20年８月13日

1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

21年３月期第１四半期 2,467 ─ △1 ─ 68 ─ △0 ─

20年３月期第１四半期 1,946 △33.2 △35 ─ △31 ─ △49 ─

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 △0 04 ─
20年３月期第１四半期 △3 45 ─

 (2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 11,678 4,196 30.9 251 20

20年３月期 12,242 4,156 29.2 249 28

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 3,604百万円 20年３月期 3,577百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ ─ ─ 4 00 4 00

21年３月期 ─ ── ── ── ──

21年３月期(予想) ── ─ ─ 4 00 4 00

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

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２四半期連結累計期間 5,725 29.1 85 13.3 119 △7.8 45 △13.5 3 14

通期 10,207 6.2 219 0.0 284 △11.3 158 187.3 11 01
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  [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 
(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

 1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 2.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があり
ます。 

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年３月期第１四半期 14,520,000株 20年３月期 14,520,000株

21年３月期第１四半期 68,199株 20年３月期 66,956株

21年３月期第１四半期 14,349,297株 20年３月期第１四半期 14,358,178株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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（訂正前） 

     ＜省 略＞ 

  

このような市場環境の中、当社グループの連結会計年度第１四半期の業績は、売上高24億６千７百万
円となりました。  
 包装機械部門の売上高は５億５千６百万円、生産機械部門の売上高は19億１千１百万円となりまし
た。  

  

     ＜省 略＞ 
  

営業外費用が２千６百万円減少したこと等により、前年同期比６千９百万円増益の３千７百万円とな
りました。 

  

固定資産・棚卸資産の除却にともなう特別損失を計上したことにより、前年同期に比べ２千６百万円
改善したものの２千３百万円の損失となりました。 

  
     ＜省 略＞ 

  

（訂正後） 

     ＜省 略＞ 

  

このような市場環境の中、当社グループの連結会計年度第１四半期の業績は、売上高24億６千７百万
円となりました。  
 包装機械部門の売上高は５億５千６百万円、生産機械部門の売上高は19億１千１百万円となりまし
た。  

  

     ＜省 略＞ 
  

営業外費用が２千６百万円減少したこと等により、前年同期比９千９百万円増益の６千８百万円とな
りました。 

  

固定資産・棚卸資産の除却にともなう特別損失を計上したことにより、前年同期に比べ４千８百万円
改善したものの0.5百万円の損失となりました。 

  
     ＜省 略＞ 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 売上高

(2) 営業利益

(3) 経常利益

(4) 四半期純利益

(1) 売上高

(2) 営業利益

(3) 経常利益

(4) 四半期純利益
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（訂正前） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.1％減少し、66億７千６百万円となりました。これは、現
金及び預金が２億３千２百万円、たな卸資産が４千３百万円それぞれ減少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1.5％増加し、50億７百万円となりました。これは、ソフト
ウェアが２千万円、投資有価証券が１億４千６百万円それぞれ増加したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.8％減少し、116億８千４百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.9％減少し、58億８千５百万円となりました。これは、短
期借入金が８億２千万円増加したのに対し、支払手形及び買掛金が７億４百万円、前受金が７億８千２
百万円それぞれ減少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2.2％増加し、15億９千２百万円となりました。これは、退
職給付引当金が２千９百万円、役員退職慰労引当金が４百万円それぞれ増加したことなどによります。
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて7.5％減少し、74億７千８百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、42億６百万円となりました。これは、利益
剰余金が７千９百万円減少した一方で、その他有価証券評価差額金が８千４百万円増加したことなどに
よります。 

  

（訂正後） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.1％減少し、66億７千６百万円となりました。これは、現
金及び預金が２億３千２百万円、たな卸資産が４千３百万円それぞれ減少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2.1％増加し、50億1百万円となりました。これは、ソフトウ
ェアが２千万円、投資有価証券が１億７千６百万円それぞれ増加したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.6％減少し、116億７千８百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.8％減少し、58億８千８百万円となりました。これは、短
期借入金が８億２千万円増加したのに対し、支払手形及び買掛金が７億４百万円、前受金が７億８千２
百万円それぞれ減少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2.2％増加し、15億９千２百万円となりました。これは、退
職給付引当金が２千９百万円、役員退職慰労引当金が４百万円それぞれ増加したことなどによります。
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて7.5％減少し、74億８千１百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、41億９千６百万円となりました。これは、
利益剰余金が５千７百万円減少した一方で、その他有価証券評価差額金が８千４百万円増加したことな
どによります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産

(2) 負債

(3) 純資産

(1) 資産

(2) 負債

(3) 純資産
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5. 【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20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 952,788 1,185,131 

受取手形及び売掛金 1,652,172 1,943,230 

有価証券 3 3

商品及び製品 305,661 180,329 

原材料及び貯蔵品 16,395 14,864 

仕掛品 3,524,906 3,695,439 

その他 237,299 332,228

貸倒引当金 △12,432 △6,338 

流動資産合計 6,676,794 7,344,889 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,208,722 2,199,842 

減価償却累計額 △1,588,945 △1,578,273 

建物及び構築物（純額） 619,777 621,568 

機械装置及び運搬具 2,547,548 2,587,353 

減価償却累計額 △2,203,322 △2,204,354 

機械装置及び運搬具（純額） 344,225 382,999 

工具、器具及び備品 401,260 395,115 

減価償却累計額 △367,961 △366,295 

工具、器具及び備品（純額） 33,299 28,820 

土地 1,476,723 1,476,723 

有形固定資産合計 2,474,025 2,510,111 

無形固定資産 92,365 71,389 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,611,107 1,464,594

その他 835,174 893,239

貸倒引当金 △4,780 △4,780 

投資その他の資産合計 2,441,500 2,353,053

固定資産合計 5,007,891 4,934,554

資産合計 11,684,686 12,279,444
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（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,077,156 2,781,913 

短期借入金 1,560,000 740,000 

未払法人税等 30,489 77,835 

前受金 1,663,352 2,445,480 

賞与引当金 238,790 146,203 

役員賞与引当金 － 8,800 

品質保証引当金 107,363 84,613 

その他 208,006 243,368 

流動負債合計 5,885,159 6,528,215 

固定負債 

長期借入金 150,000 150,000 

退職給付引当金 1,249,285 1,219,356 

役員退職慰労引当金 94,939 89,956 

その他 98,759 98,938 

固定負債合計 1,592,985 1,558,251 

負債合計 7,478,144 8,086,467 

純資産の部 

株主資本 

資本金 954,000 954,000 

資本剰余金 456,280 456,280 

利益剰余金 1,764,390 1,844,364

自己株式 △32,681 △32,492 

株主資本合計 3,141,990 3,222,152

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 469,000 384,976 

繰延ヘッジ損益 731 208 

評価・換算差額等合計 469,731 385,185 

少数株主持分 594,819 585,639

純資産合計 4,206,541 4,192,977

負債純資産合計 11,684,686 12,279,444
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（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 952,788 1,185,131 

受取手形及び売掛金 1,652,172 1,943,230 

商品及び製品 305,661 180,329 

仕掛品 3,524,906 3,695,439 

原材料及び貯蔵品 16,395 14,864 

その他 237,302 332,231

貸倒引当金 △12,432 △6,338 

流動資産合計 6,676,794 7,344,889 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,208,722 2,199,842 

減価償却累計額 △1,588,945 △1,578,273 

建物及び構築物（純額） 619,777 621,568 

機械装置及び運搬具 2,547,548 2,587,353 

減価償却累計額 △2,203,322 △2,204,354 

機械装置及び運搬具（純額） 344,225 382,999 

工具、器具及び備品 401,260 395,115 

減価償却累計額 △367,961 △366,295 

工具、器具及び備品（純額） 33,299 28,820 

土地 1,476,723 1,476,723 

有形固定資産合計 2,474,025 2,510,111 

無形固定資産 92,365 71,389 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,579,830 1,402,996

その他 860,303 918,368

貸倒引当金 △4,780 △4,780 

投資その他の資産合計 2,435,353 2,316,585

固定資産合計 5,001,744 4,898,086

資産合計 11,678,538 12,242,975
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（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,077,156 2,781,913 

短期借入金 1,560,000 740,000 

未払法人税等 34,239 77,835 

前受金 1,663,352 2,445,480 

賞与引当金 238,790 146,203 

役員賞与引当金 － 8,800 

品質保証引当金 107,363 84,613 

その他 208,006 243,368 

流動負債合計 5,888,908 6,528,215 

固定負債 

長期借入金 150,000 150,000 

退職給付引当金 1,249,285 1,219,356 

役員退職慰労引当金 94,939 89,956 

その他 98,759 98,938 

固定負債合計 1,592,985 1,558,251 

負債合計 7,481,893 8,086,467 

純資産の部 

株主資本 

資本金 954,000 954,000 

資本剰余金 456,280 456,280 

利益剰余金 1,757,038 1,814,121

自己株式 △32,681 △32,492 

株主資本合計 3,134,638 3,191,909

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 469,000 384,976 

繰延ヘッジ損益 731 208 

評価・換算差額等合計 469,731 385,185 

少数株主持分 592,274 579,413

純資産合計 4,196,645 4,156,508

負債純資産合計 11,678,538 12,242,975
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

売上高 2,467,602

売上原価 2,059,090

売上総利益 408,511

販売費及び一般管理費 409,647

営業利益 △1,135

営業外収益

受取利息 1,356

受取配当金 18,038

受取賃貸料 37,234

その他 10,079

営業外収益合計 66,708

営業外費用

支払利息 7,766

不動産賃貸費用 17,859

その他 2,141

営業外費用合計 27,767

経常利益 37,804

特別損失

固定資産除却損 22,384

たな卸資産廃棄損 10,700

その他 607

特別損失合計 33,691

税金等調整前四半期純利益 4,113

法人税、住民税及び事業税 18,907

法人税等調整額 △3,818

法人税等合計 15,089

少数株主利益 12,493

四半期純利益 △23,469
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以 上

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

売上高 2,467,602 

売上原価 2,059,090 

売上総利益 408,511 

販売費及び一般管理費 409,647 

営業利益 △1,135 

営業外収益 

受取利息 1,356 

受取配当金 18,038 

投資有価証券評価益 30,321

受取賃貸料 37,234 

その他 10,079 

営業外収益合計 97,029

営業外費用 

支払利息 7,766 

不動産賃貸費用 17,859 

その他 2,141 

営業外費用合計 27,767 

経常利益 68,126

特別損失 

固定資産除却損 22,384 

たな卸資産廃棄損 10,700 

その他 607 

特別損失合計 33,691 

税金等調整前四半期純利益 34,434

法人税等 18,838

少数株主利益 16,174

四半期純利益 △578
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