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平成20年８月13日に提出いたしました第112期第１四半期(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30

日)四半期報告書の記載事項の一部に追加記載を要する箇所がありましたので、これらを追加するため四

半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。なお、ＸＢＲＬデータの修正を行なっており、(2)

四半期連結損益計算書及び(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書を追加して提出いたします。 

  

第一部 企業情報 

  第５ 経理の状況 

   １ 四半期連結財務諸表 

  

以下の内容を 第一部 企業情報 第５ 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 (1)四半期連結貸借対

照表の後に、(2)四半期連結損益計算書及び(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書を追加いたします。

  

  

１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】



  

第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

１【四半期連結財務諸表】

（単位：百万円）

    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 

(平成20年３月31日) 
要約連結貸借対照表

資産の部 
 流動資産 
  現金及び預金 8,229 7,975
  受取手形及び売掛金 37,519 36,538
  有価証券 2 2
  商品及び製品 11,149 10,918
  仕掛品 430 632
  原材料及び貯蔵品 6,255 6,167
  繰延税金資産 823 735
  その他 1,429 1,295
  貸倒引当金 △676 △700

  流動資産合計 65,164 63,567
 固定資産 
  有形固定資産 
   建物及び構築物（純額） ※１ 6,715 ※１ 6,886
   機械装置及び運搬具（純額） ※１ 3,009 ※１ 3,161
   土地 14,531 14,538
   その他（純額） ※１ 1,342 ※１ 984
   有形固定資産合計 25,598 25,571
  無形固定資産 684 450
  投資その他の資産 
   投資有価証券 7,549 7,290
   繰延税金資産 372 370
   その他 1,303 1,342
   貸倒引当金 △23 △41

   投資その他の資産合計 9,201 8,961
  固定資産合計 35,483 34,983
 資産合計 100,648 98,550

負債の部 
 流動負債 
  支払手形及び買掛金 17,368 15,866
  短期借入金 27,756 25,885
  1年内返済予定の長期借入金 630 630
  未払金 2,612 3,288
  未払法人税等 521 1,479
  賞与引当金 176 84
  役員賞与引当金 18 －
  製品保証引当金 233 239
  その他 2,075 2,248
  流動負債合計 51,392 49,722
    



  

 
  

（単位：百万円）

   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 

(平成20年３月31日) 
要約連結貸借対照表

 固定負債 
  長期借入金 2,522 2,555
  長期未払金 327 349
  繰延税金負債 888 793
  再評価に係る繰延税金負債 3,043 3,044
  退職給付引当金 718 691
  負ののれん － 9
  その他 294 279
  固定負債合計 7,795 7,723
 負債合計 59,188 57,445

純資産の部 
 株主資本 
  資本金 11,626 11,626
  資本剰余金 7,785 7,785
  利益剰余金 18,780 17,764
  自己株式 △159 △156

  株主資本合計 38,032 37,020
 評価・換算差額等 
  その他有価証券評価差額金 1,657 1,497
  土地再評価差額金 2,526 2,526
  為替換算調整勘定 △2,931 △2,224

  評価・換算差額等合計 1,252 1,798
 少数株主持分 2,175 2,286
 純資産合計 41,460 41,105

負債純資産合計 100,648 98,550
   



  

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】  

 
  

（単位：百万円）

  
当第1四半期連結累計期間 

 至 平成20年６月30日) 
(自 平成20年４月１日

売上高 25,057

売上原価 17,977

売上総利益 7,080

販売費及び一般管理費 ※１ 5,112

営業利益 1,968

営業外収益 
 受取利息 24
 受取配当金 116
 受取ロイヤリティー 18
 技術指導料 23
 その他 209
 営業外収益合計 391

営業外費用 
 支払利息 218
 為替差損 114
 その他 102
 営業外費用合計 435

経常利益 1,925

特別利益 
 貸倒引当金戻入額 21
 その他 2
 特別利益合計 24

特別損失 
 固定資産売却損 2
 特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 1,946

法人税、住民税及び事業税 378

法人税等調整額 △95

法人税等合計 283

少数株主利益 164

四半期純利益 1,498
  



  

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

  
当第1四半期連結累計期間 

 至 平成20年６月30日) 
(自 平成20年４月１日

営業活動によるキャッシュ・フロー 
 税金等調整前四半期純利益 1,946
 減価償却費 354
 のれん償却額 5
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △25
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 30
 その他の引当金の増減額（△は減少） 105
 受取利息及び受取配当金 △140
 支払利息 218
 為替差損益（△は益） △17
 固定資産売却損益（△は益） 2
 売上債権の増減額（△は増加） △321
 たな卸資産の増減額（△は増加） △387
 仕入債務の増減額（△は減少） 1,880
 長期未払金の増減額（△は減少） △21
 その他 △2,517

 小計 1,113
 利息及び配当金の受取額 139
 利息の支払額 △215
 法人税等の支払額 △1,261

 営業活動によるキャッシュ・フロー △223

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 △7
 固定資産の取得による支出 △539
 固定資産の売却による収入 14
 投資有価証券の取得による支出 △3
 子会社株式の取得による支出 △286
 その他 △5

 投資活動によるキャッシュ・フロー △827

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） 1,948
 長期借入金の返済による支出 △32
 自己株式の売却による収入 0
 自己株式の取得による支出 △4
 配当金の支払額 △422
 少数株主への配当金の支払額 △94
 その他 △9

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,385

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 243

現金及び現金同等物の期首残高 7,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 8,102
  




