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平成 19 年６月 22 日 

 

各      位 

 

会 社 名  株 式 会 社 ソ デ ィ ッ ク  

代表者名  代表取締役社長 塩田 成夫 

（コード番号 ６１４３  東証第二部） 

問合せ先  取締役財務部部長 河本 朋英          

（TEL. ０４５－９４２－３１１１） 

 

（訂正）平成 19 年 3 月期 決算短信の一部訂正について 
 

平成 19 年５月 22 日に発表いたしました「平成 19 年３月期 決算短信」について一部訂正がありまし

たのでお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

記 

１．平成 19 年３月期の連結業績(平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日)（１ページ） 

(１) 連結経営成績 

（訂正前） 

１株当たり 潜在株式調整後 自己資本 総資産 売上高 

当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率 

   円 銭   円 銭       ％        ％       ％ 

19 年３月期  72 22 ―  ― 11.4 7.1  7.3 

18 年３月期 129 36 ―  ― 23.5 11.2  10.5 

（訂正後） 

１株当たり 潜在株式調整後 株主資本 総資本 売上高 

当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 

   円 銭   円 銭       ％       ％       ％ 

19 年３月期  72 22 ―  ― 10.7 7.2 7.3 

18 年３月期 129 36 ―  ― 23.5 11.2  10.5 

(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 

19 年３月期 100,477 44,373 44.1 834  55 

18 年３月期 82,210 29,428 35.8 625  74 

(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 

19 年３月期 100,477 44,373 40.8 771  90 

18 年３月期 82,210 29,428 35.8 625  74 

(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 

19 年３月期 5,680 △8,779 11,642 21,481 

18 年３月期 4,909 △4,973 3,848 12,228 
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(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 

19 年３月期 5,813 △9,059 11,508 21,164 

18 年３月期 4,909 △4,973 3,848 12,228 

２．配当の状況 

（訂正前） 

 配当金総額 配当性向 純資産配当率 

 （年間） （連結） （連結） 

    百万円       ％       ％ 

18 年３月期 略      470 13.0 2.7  

19 年３月期   870 18.7 2.3  

20 年３月期(予想)  － 23.1 － 

（訂正後） 

 配当金総額 配当性向 純資産配当率 

 （年間） （連結） （連結） 

    百万円       ％       ％ 

18 年３月期 略      705 11.6 2.7  

19 年３月期   798 20.8 2.1  

20 年３月期(予想)  － 23.1 － 

４．その他（２ページ） 

(３)発行済株式数（普通株式） 

(訂正前)  

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、46 ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 

(訂正後) 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、45 ページ「１株当たり情報」をご覧ください 

 

（参考）個別業績の概要 

２．平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（訂正前） 

１株当たり 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 円   銭 

中間期  12,000  △2.3   1,100    5.7   1,400  △1.9     840  △8.5 16    15 

通期  26,500    4.6   3,400  101.3   4,000   22.8   2,400    9.1 46  13 

(訂正後） 

１株当たり 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 円   銭 

中間期  12,000  △2.3   1,100    5.7   1,400  △1.9     840  △8.5 15    80 

通期  26,500    4.6   3,400  101.3   4,000   22.8   2,400    9.1 45  14 

 

1.経営成績（３ページ） 

（２）財政状態に関する分析（４ページ） 

(訂正前） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、損益面で純利益を計上したことや、新株の発行によ

り、資金の残高は、前連結会計年度末比 92 億 53 百万円増（175.6％増）の 214 億 81 百万円となりました。 
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(訂正後) 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、損益面で純利益を計上したことや、新株の発行によ

り、資金の残高は、前連結会計年度末比 89 億 35 百万円増（173.1％増）の 211 億 64 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

(訂正前) 

営業活動の結果得られた資金は、58 億 80 百万円（前連結会計年度は 49 億 9百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調

整前当期純利益 65 億 70 百万円や、たな卸資産の減少 7億 41 百万円等の増加要因によるものですが、仕入債務の減少 15 億 40 百万

円や、法人税等の支払額 20 億 37 百万円で一部相殺されています。 

 

(訂正後) 

営業活動の結果得られた資金は、58 億 13 百万円（前連結会計年度は 49 億 9百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調

整前当期純利益 65 億 70 百万円や、たな卸資産の減少 7億 41 百万円等の増加要因によるものですが、仕入債務の減少 10 億 24 百万

円や、法人税等の支払額 20 億 37 百万円で一部相殺されています 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

(訂正前) 

投資活動の結果使用した資金は、87 億 79 百万円（前連結会計年度は 49 億 73 百万円の使用）となりました。（略） 

 

(訂正後) 

投資活動の結果使用した資金は、90 億 59 百万円（前連結会計年度は 49 億 73 百万円の使用）となりました。（略） 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

（訂正前） 

財務活動の結果、得られた資金は 116 億 42 百万円(前連結会計年度は 38 億 48 百万円の獲得)となりました。（略） 

 

（訂正後） 

財務活動の結果、得られた資金は 115 億８百万円(前連結会計年度は 38 億 48 百万円の獲得)となりました。（略） 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

(訂正前) 

 平成 16 年３月期   平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

株主資本比率（％）      26.3            33.1          35.8          44.1 

時価ベースの株主資本比率（％）      67.0            66.1         118.4          46.3 

債務償還年数（年）            5.1             8.1           5.3           5.6 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍）            7.2       5.3      11.1  16.5 

(訂正後) 

 平成 16 年３月期   平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

株主資本比率（％）      26.3            33.1          35.8          40.8 

時価ベースの株主資本比率（％）      67.0            66.1         118.4          46.3 

債務償還年数（年）            5.1             8.1           5.3           5.6 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍）            7.2       5.3          11.1  16.9 
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（４）事業等のリスク（５ページ） 

③為替相場の大幅な変動によるリスク 

(訂正前) 

当社グループにおける海外売上高の連結売上高に占める割合は 56.2％であり、それぞれの国の経済状況に大きく依存します。 

(訂正後) 

当社グループにおける海外売上高の連結売上高に占める割合は 54.6％であり、それぞれの国の経済状況に大きく依存します。
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 （訂正前） （訂正後） 

 
当 連 結 会 計 年 度

(平成19年 3月 31日現在）
対前年比

当 連 結 会 計 年 度 

(平成 19年 3月 31日現在） 
対前年比

 

注記 

番号 

金額 

（百万円)

構成比 

(％) 

増減 

（百万円）

金額 

（百万円） 

構成比 

(％) 

増減 

（百万円）

資 産 の 部       

Ⅰ流 動 資 産       

1.現金及び預金 ※3 21,598   21,348   

 

（略） 

 

流動資産合計  70,139 69.8 13,057 69,889 69.6 12,807 

Ⅱ固 定 資 産       

１.有形固定資産
 

     

（１）建物及び構築物 ※3 14,654   14,654   

（２）機械装置及び運搬具 ※3 10,847   10,920   

（３）工具器具備品  2,786   2,786   

（４）リース資産  1,350   1,350   

（５）土地 ※3 6,895   6,895   

（６）建設仮勘定  2,547   2,547   

（７）その他  72   （削除）   

計  39,154  6,175 39,154  6,175 

減価償却累計額  △16,038  △1,780 △16,038  △1,780 

有形固定資産合計  23,116 23.0 4,395 23,116 23.0 4,395 

        

（略） 

３．(投資その他の資産)         

（１）投資有価証券 ※3,4 3,635   3,885   

（２）長期貸付金  79   79   

（３）その他 ※４ 2,548   2,548   

貸倒引当金  △274   △274   

投資その他の資産合計  5,989 6.0 769 6,239 6.2 1,019 

固定資産合計  30,338 30.2 5,209 30,588 30.4 5,459 

 資産合計  100,477 100.0 18,267 100,477 100.0 18,267 
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（２）連結損益計算書 

(訂正前) 

 

当 連 結 会 計 年 度 

（自 平成 18 年 4月 1日 

  至 平成 19 年 3月 31 日） 

対前年比

 

注記 

番号 

金額 

（百万円) 

百分比 

(％) 

増減 

（百万円）

Ⅵ 特別損失
 

     

１.固定資産売却損 ※3 ‐    

２.固定資産除却損 ※4 164    

３.関係会社株式売却損  ‐    

４.貸倒引当金繰入額  ‐    

５.たな卸資産廃棄損  15    

６.減損損失 ※5 2    

７.その他  56 238 0.3 △437 

税金等調整当期純利益   6,570 9.2 △1,843 

法人税,住民税及び事業税  2,695    

法人税等調整額  △554 2,140 3.0 285 

少数株主利益（△）   △672 △0.9 △233 

当期純利益   3,757 5.3 △2,362 

(訂正後) 

 

当 連 結 会 計 年 度 

（自 平成 18 年 4月 1日 

  至 平成 19 年 3月 31 日） 

対前年比

 

注記 

番号 

金額 

（百万円） 

百分比 

(％) 

増減 

（百万円）

Ⅵ 特別損失
 

     

１.固定資産売却損 ※3 ‐    

２.固定資産除却損 ※4 164    

３.関係会社株式売却損  ‐    

４.関係会社株式評価損  43    

５.たな卸資産廃棄損  15    

６.減損損失 ※5 2    

７.その他  13 238 0.3 △437 

税金等調整当期純利益   6,570 9.2 △1,843 

法人税,住民税及び事業税  2,695    

法人税等調整額  △554 2,140 3.0 285 

少数株主利益（△）   △672 △0.9 △233 

当期純利益   3,757 5.3 △2,362 
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連結株主資本等変動計算書（16 ページ） 

（訂正前） 

 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 18 年３月 31 日 残高(百万円)  16,848 3,032 8,997 △55 28,823 

連結会計年度 

事業年度中の変動額 

    

 新株の発行(百万円)    3,927 3,917   7,844 

 剰余金の配当(百万円)  △870  △870 

 役員賞与(百万円)  △31  △31 

 当期純利益(百万円)  3,757  3,757 

 自己株式の取得(百万円)   △165 △165 

 自己株式の処分(百万円) 0   0 

 連結範囲の変動(百万円)  262  262 

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 

3,927 3,917 3,118 △165 10,796 

平成 19 年３月 31 日 残高(百万円)    20,775 6,949 12,115 △221 39,620 

 

 評価・換算差額等 

 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 

 

少数株主 

持分 

 

純資産 

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高(百万円)         696      － △91 604 2,993 32,421 

連結会計年度 

事業年度中の変動額 

     

 新株の発行(百万円)    7,844 

 剰余金の配当(百万円)    △870 

 役員賞与(百万円)    △31 

 当期純利益(百万円)    3,757 

 自己株式の取得(百万円)    △165 

 自己株式の処分(百万円)    0 

 連結範囲の変動(百万円)    262 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（順額）(百万円) △210 △5 

 

1,033 

 

817 

 

338 

 

1,155 

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 

△210 △5 1,033 817 338 11,952 

平成 19 年３月 31 日 残高(百万円) 485 △5 941 1,422 3,331 44,373 
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 (訂正後) 

 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 18 年３月 31 日 残高(百万円)     16,848 3,032 8,997 △55 28,823 

連結会計年度事業年度中の変動額     

 新株の発行(百万円)     3,927 3,917   7,844 

剰余金の配当（百万円）(注)   △470  △470 

 剰余金の配当(百万円)  △400  △400 

 役員賞与(百万円)（注）  △31  △31 

 当期純利益(百万円)  3,757  3,757 

 自己株式の取得(百万円)   △165 △165 

 自己株式の処分(百万円) 0  0 0 

 連結範囲の変動(百万円)  262  262 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（順額） 

(百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     － 

 

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 

3,927 3,917 3,118 △165 10,796 

平成 19 年３月 31 日 残高(百万円)     20,775 6,949 12,115 △221 39,620 

 

 評価・換算差額等 

 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 

 

少数株主 

持分 

 

純資産 

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高(百万円)   696      － △91 604 2,993 32,421 

連結会計年度事業年度中の変動額      

 新株の発行(百万円)    7,844 

 剰余金の配当(百万円)（注）    △470 

 剰余金の配当(百万円)    △400 

 役員賞与(百万円)(注)    △31 

 当期純利益(百万円)    3,757 

 自己株式の取得(百万円)    △165 

 自己株式の処分(百万円)    0 

 連結範囲の変動(百万円)    262 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（順額）(百万円) 

△210 △5 1,033 817 338 1,155 

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 

△210 △5 1,033 817 338 11,952 

平成 19 年３月 31 日 残高(百万円) 485       △5 941 1,422 3,331 44,373 

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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 （訂正前） （訂正後） 

 

当連結会計年度 

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 18 年 4月 1 日 

至 平成 19 年 3月 31 日 

 

注記

番号 金 額 金 額 

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  6,570 6,570 

減価償却費  2,071 2,071 

   のれん償却費  121 121 

   連結調整勘定償却費  - - 

貸倒引当金の増加額  △52 △52 

受取利息及び受取配当金  △219 △219 

支払利息  377 377 

為替差損益  △119 △552 

持分法による投資損益  - - 

投資有価証券売却益  △54 △54 

関係会社株式売却損  - - 

関係会社株式売却益  △123 △123 

持分変動損益  - - 

固定資産除売却損益  142 142 

減損損失  2 2 

売上債権の増減額  265 180 

たな卸資産の増減額  741 741 

仕入債務の増減額  △1,540 △1,024 

割引手形の増減額  △122 △122 

未払金の増減額  158 158 

役員賞与の支払額  △67 △67 

その他  △315 △181 

小 計  7,836 7,969 

利息及び配当金の受取額  225 225 

利息の支払額  △343 △343 

法人税等の支払額  △2,037 △2,037 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

5,680 

 

5,813 

 

Ⅱ 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  △154 △184 

有形固定資産の取得による支出  △5,925 △5,962 

有形固定資産の売却による収入  343 381 

無形固定資産の取得による支出  △392 △392 

投資有価証券の取得による支出  △837 △837 

投資有価証券の売却による収入  290 290 

関係会社株式の取得による収入  △1,251 △1,501 

関係会社出資金の払込による支出  △682 △682 

連結範囲の変更に伴う関係会社株式の 

売却による支出 
 - - 

貸付による支出  △271 △271 

貸付金の回収による収入  79 79 

その他  21 21 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,779 △9,059 
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 （訂正前） （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 18 年 4月 1 日 

至 平成 19 年 3月 31 日 

 

 

 

 注記番

号 金 額 金 額 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  △65 △65 

長期借入による収入  3,000 3,000 

長期借入金の返済による支出  △2,282 △2,282 

社債の発行による収入  5,000 5,000 

社債の償還による支出  △540 △540 

株式の発行による収入  7,844 7,844 

少数株主への株式の発行による収入  60 60 

自己株式の取得による支出  △165 △165 

配当金の支払額  △870 △870 

ファイナンスリース債務の返済による 

支出 
 △200 △200 

少数株主への配当金の支払額  △137 △137 

その他  - △133 

財務活動によるキャッシュ・フロー  11,642 11,508 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  376 357 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  8,919 8,620 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,228 12,228 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び 

  現金同等物の期首残高 
 388 370 

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少   

  額 
 △54 △54 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高  21,481 21,164 
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連結財務諸表作成のための基礎となる重要な事項の変更（26 ページ） 

 

貸借対象表の純資産の部の表示に関する会計基準 

（訂正前） 

（略）この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益は 1,457 百万円に増加し、経常利益は 174

百万円および税金等調整前当期純利益は 172 百万円それぞれ減少しております。また、セグメント情報に

与える影響は（セグメント情報）に記載しております。 

（訂正後） 

（略）この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益は 1,481 百万円に増加し、経常利益は 174

百万円および税金等調整前当期純利益は 172 百万円それぞれ減少しております。また、セグメント情報に

与える影響は（セグメント情報）に記載しております。 

 

注記事項（28 ページ） 

（連結貸借対照表関係） 

※ ４．非連結子会社及び関係会社に対する株式及び出資金 

 (訂正前) 

投資有価証券 615 百万円 

(訂正後) 

投資有価証券 865 百万円 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）（31 ページ） 

※ １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(訂正前) 

  現金及び預金勘定                   21,598 百万円 

  預入期間が３ヶ月を超える定期預金             117 

    現金及び現金同等物                  21,481 

(訂正後) 

  現金及び預金勘定                   21,348 百万円 

  預入期間が３ヶ月を超える定期預金             184 

    現金及び現金同等物                  21,164 

 

（有価証券関係）（34 ページ） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（訂正前） （訂正後） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

 

  連結貸借対照表計上額（百万円）  連結貸借対照表計上額（百万円）    

（１）子会社株式及び関連会社株式等     615      865 

（２）その他有価証券 

   非上場株式 

            

     222 

           

          222 
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（セグメント情報） 

a.事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日）（41 ページ） 

 (訂正前) 

 工作機械 

事業 

(百万円) 

産業機械 

事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(百万円) 

 

計 

(百万円) 

 消去又は

全社 

(百万円) 

 

連結 

(百万円) 

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 52,222 13,736  5,594  71,553   － 71,553 

 (2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  

  17 －    62      79   (79)   － 

 

計 52,240 13,736  5,657  71,633  (79) 71,553 

営業費用 46,253 13,170   5,478  64,897  1,414 66,312 

営業利益 5,986 565 184 6,736 (1,494) 5,241 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失 

  及び資本的支出 

      

  資産 65,241 12,823   8,414  86,479 13,998 100,477 

  減価償却費 1,419 279     254   1,953 117 2,071 

  減損損失     2      －      －       2     － 2 

資本的支出  5,146 534    619   6,299 134 6,434 

 (訂正後) 

 工作機械 

事業 

(百万円) 

産業機械 

事業 

(百万円) 

その他の事

業 

(百万円) 

 

計 

(百万円) 

 消去又は

全社 

(百万円) 

 

連結 

(百万円) 

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 52,222 13,736  5,594  71,553   － 71,553 

 (2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  

  43 －   272     315 (315)   － 

 

計 52,266 13,736  5.866  71,869 (315) 71,553 

営業費用 46,306 13,174   5,657  65,137  1,174 66,312 

営業利益 5,959 562 209 6,731 (1,489) 5,241 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失 

  及び資本的支出 

      

  資産 64,791 12,842 9.111 86,745 13,732 100,477 

  減価償却費 1,419 279 254 1,953 117 2,071 

  減損損失 2    － － 2 － 2 

資本的支出 5,146 555 628 6,331 134 6,466 
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（注）４．全社資産の状況（41 ページ） 

(訂正前) 

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、141億94百万円であり、

その主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券、

出資金）および管理部門に係る資産等であります。 

(訂正後) 

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、139億44百万円であり、

その主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券、

出資金）および管理部門に係る資産等であります。 

 

 (訂正前) 

（注）５．（略） 

 この変更により、従来と同一基準による会計処理を行った場合に比べ当連結会計年度の売上高は「工作

機械事業」で 11 億 47 百万円、「その他の事業」で１億 21 百万円、営業費用は「工作機械事業」で 25 億

96 百万円、「産業機械事業」で３百万円、「その他の事業」で１億 26 百万円それぞれ減少しており、営

業利益は「工作機械事業」で 14 億 49 百万円、「産業機械事業」で３百万円、「その他の事業」で５百万

円増加しております。 

 また、「消去又は全社」の売上高は２百万円、営業費用は４百万円それぞれ増加しており、営業利益は

１百万円減少しております． 

(訂正後) 

（注）５．（略） 

 この変更により、従来と同一基準による会計処理を行った場合に比べ当連結会計年度の売上高は「工作

機械事業」で 10 億 10 百万円、「その他の事業」で１億 30 百万円、営業費用は「工作機械事業」で 24 億

84 百万円、「その他の事業」で１億 30 百万円それぞれ減少しており、営業利益は｢工作機械事業｣で 14 億

74 百万円増加し、｢その他の事業」で０百万円減少しております。 

 また、「消去又は全社」の売上高は 15 百万円、営業費用は７百万円それぞれ増加しており、営業利益

は７百万円増加しております． 
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b.所在地別セグメント情報（42 ページ） 

(訂正前) 

 日本 

(百万円) 

北・南米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

 アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

( 百 万

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 36,603 4,733 5,550 24,666 71,553 － 71,553 

 (2)セグメント間の内部売上

高 

25,009 305 14 15,392 40,722 (40,722） － 

計 61,612 5,039 5,564 40,059 112,276 （40,722） 71,553 

営業費用 56,591 4,764 5,671 37,477 104,505 (38,193) 66,312 

営業利益または営業損失（△） 5,021 274 △107 2,581 7,770 (2,529) 5,241 

Ⅱ．資産 70,583 3,393 5,319 31,952 111,248 (10,770) 100,477 

(訂正後) 

 日本 

(百万円) 

北・南米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

 アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

( 百 万

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 42,264 4,733 5,557 18,998 71,553 － 71,553 

 (2)セグメント間の内部売上

高 

19,341 305 7 21,060 40,715 （40,715） － 

計 61,606 5,039 5,564 40,059 112,269 （40,715） 71,553 

営業費用 56,474 4,765 5,702 37,702 104,644 (38,332) 66,312 

営業利益または営業損失（△） 5,131 274 △137 2,356 7,624 (2,382) 5,241 

Ⅱ．資産 77,512 3,393 5,041 32,250 118,198 (17,720) 100,477 

 

 (注)３．全社資産の状況（42 ページ） 

(訂正前） 

前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、それ

ぞれ 86 億 89 百万円および 141 億 94 百万円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券、出資金）および管理部門に係る資産等であります。 

 

(訂正後) 

前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、それ

ぞれ 86 億 89 百万円および 139 億 44 百万円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券、出資金）および管理部門に係る資産等であります。 



- 15 - 

(訂正前) 

４．「会計処理の変更」に記載のとおり、在外子会社等の収益及び費用の換算は従来決算日の直物為替相

場により換算しておりましたが、当連結会計年度により期中平均相場により換算する方法に変更しており

ます。 

この変更により、従来と同一基準による会計処理を行った場合に比べ当連結会計年度の売上高は「北・

南米」で 46 百万円、「欧州」で２億 71 百万円、「アジア」で 32 億 67 百万円、営業費用は「日本」で 55

百万円、「北・南米」で 44 百万円、「欧州」で２億 39 百万円、「アジア」で 31 億 93 百万円それぞれ減

少しており、営業利益は「日本」で 55 百万円増加しており、「北・南米」で２百万円、「欧州」で 31 百

万円、「アジア」で 74 百万円減少しております。 

また、「消去又は全社」の売上高は 23 億 20 百万円、営業費用は８億９百万円、営業利益は 15 億 10 百

万円増加しております。  

 

(訂正後) 

４．「会計処理の変更」に記載のとおり、在外子会社等の収益及び費用の換算は従来決算日の直物為替相

場により換算しておりましたが、当連結会計年度により期中平均相場により換算する方法に変更しており

ます。 

この変更により、従来と同一基準による会計処理を行った場合に比べ当連結会計年度の売上高は「北・

南米」で 46 百万円、「欧州」で２億 71 百万円、「アジア」で 32 億 67 百万円、削除「北・南米」で 44

百万円、「欧州」で２億 73 百万円、「アジア」で 31 億 73 百万円それぞれ減少しており、営業利益は削

除 欧州で 2 百万円増加しており、「北・南米」で２百万円、削除「アジア」で 94 百万円減少しており

ます。 

また、「消去又は全社」の売上高は 24 億 60 百万円、営業費用は８億 84 百万円、営業利益は 15 億 75

百万円増加しております。  

 

c.海外売上高（43 ページ） 

(訂正前) 

  北・南米 欧州  アジア 計 

当連結会計年度 Ⅰ.海外売上高(百万円)  5,090  6,144   29,005   40,240 

（自 平成 18 年４月１日 Ⅱ.連結売上高(百万円)   － －    －   71,553 

至 平成 19 年３月 31 日)  Ⅲ.海外売上高の連結売上 

  に占める割合（%） 

  7.1   8.5    40.5    56.2 

 (訂正後) 

  北・南米 欧州  アジア 計 

当連結会計年度 Ⅰ.海外売上高(百万円) 5,090 6,144 27,845 39,080 

（自 平成 18 年４月１日 Ⅱ.連結売上高(百万円)   － －    －   71,552 

至 平成 19 年３月 31 日)  Ⅲ.海外売上高の連結売上 

  に占める割合（%） 

  7.1   8.5 38.9 54.6 
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(訂正前) 

３．「会計処理の変更」に記載のとおり、在外子会社等の収益及び費用の換算は従来決算日の直物為替相

場により換算しておりましたが、当連結会計年度により期中平均相場により換算する方法に変更しており

ます。 

この変更により、従来と同一基準による会計処理を行った場合に比べ当連結会計年度の売上高は「北・

南米」で 43 百万円、「欧州」で２億 70 百万円、「アジア」で９億 57 百万円それぞれ減少しております。 

 

(訂正後) 

３．「会計処理の変更」に記載のとおり、在外子会社等の収益及び費用の換算は従来決算日の直物為替相

場により換算しておりましたが、当連結会計年度により期中平均相場により換算する方法に変更しており

ます。 

この変更により、従来と同一基準による会計処理を行った場合に比べ当連結会計年度の売上高は「北・

南米」で 43 百万円、「欧州」で２億 70 百万円、「アジア」で７億 91 百万円それぞれ減少しております。 

 

（１株当たり情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訂正前） （訂正後）  

当 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 18 年 4月 1日 

  至 平成 19 年 3月 31 日） 

１株当たり純資産額（円） 834.55 771.90 

１株当たり当期純利益金額（円） 72.22 72.22 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

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。 

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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（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （訂正前） （訂正後） 

 
当事業年度 

(平成 19 年 3月 31 日）
対前年比 

当事業年度 

(平成 19 年 3月 31 日） 
対前年比 

 

注記 

番号 

金額 

（百万円) 

構成比

(％) 

増減 

（百万円）

金額 

（百万円） 

構成比 

(％) 

増減 

（百万円）

資 産 の 部       

Ⅰ流 動 資 産       

1.現金及び預金  7,445   7,205   

        

（略） 

        

        

流動資産合計  30,174 50.8 2,037 29,924 50.3 1,787 

３．(投資その他の資産)
 

       

（１）投資有価証券 ※1 2,177   2,177   

（２）関係株式会社 ※1 10,337   10,587   

        

（略） 

        

 投資その他の資産合計  19,974 33.6 5,884 20,224 34.0 6,134 

固定資産合計  29,269 49.2 5,637 29,519 49.7 5,887 

 資産合計  59,443 100.0 7,675 59,443 100.0 7,675 
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株主資本等変動計算書【57 ページ】 

（訂正前） 

 

 

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額

金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算差額等の合計 

 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(百万円) 

     698          － 698 28,404 

事業年度中の変動額   

 新株の発行(百万円)  7,844 

 利益準備金の積立(百万円)  － 

 別途積立金の積立(百万円)  － 

 剰余金の配当(百万円)  △870 

   

（略） 

   

平成 19 年３月 31 日 残高 

(百万円) 

490            △5 485 37,198 

 

 

 

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 資本金 

資本準備金 その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 

利益準

備金 別途積立金 繰越利益剰

余金 

利益剰

余金合

計 

自 己 

株 式 

株主資本

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(百万円) 

 16,848 3,029 0 3,030 88 － 7,794 7,882 △55 27,705 

事業年度中の変動額          

 新株の発行(百万円)  3,927 3,197  3,917      7,844 

 利益準備金の積立(百万円)    47  △47   － 

 別途積立金の積立(百万円)     3,000 △3,000   － 

 剰余金の配当(百万円)      △870 △870  △870 

          

（略） 

          

平成 19 年３月 31 日 残高 

(百万円) 

 20,775 3,917 0 6,947 135 3,000 6,076 9,211 △221 36,713 
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 (訂正後) 

 

 

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 資本金 

資本準備金 その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 

利益準

備金 別途積立金 繰越利益剰

余金 

利益剰余

金合計 

自 己 

株 式 

株主資本

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(百万円) 

 16,848 3,029 0 3,030 88 － 7,794 7,882 △55 27,705 

事業年度中の変動額          

 新株の発行(百万円)  3,927 3,197  3,917      7,844 

 利益準備金の積立(百万円)    47  △47   － 

 別途積立金の積立(百万円)     3,000 △3,000   － 

  剰余金の配当（百万円）(注)      △470 △470  △470 

 剰余金の配当(百万円)      △400 △400  △400 

          

（略） 

          

平成 19 年３月 31 日 残高 

(百万円) 

 20,775 6,947 0 6,947 135 3,000 6,076 9,211 △221 36,713 

 評価・換算差額等 

 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 

 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(百万円) 

     698          － 698 28,404 

事業年度中の変動額   

 新株の発行(百万円)  7,844 

 利益準備金の積立(百万円)  － 

 別途積立金の積立(百万円)  － 

 剰余金の配当（百万円）(注)  △470 

 剰余金の配当(百万円)  △400 

   

（略） 

   

平成 19 年３月 31 日 残高 

(百万円) 

490            △5 485 37,198 


