
平成 23年 10月 24日 

 

各      位 

会 社 名  株式会社  カ ワ サ キ 

代表者名  代表取締役社長 川崎 治  

（コード番号３０４５  大証第二部） 

問合せ先  管理部部長 堀田 義行  

TEL： (072)－439－8011 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 23年８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 10月 12日に発表いたしました「平成 23年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」及び平成 23年

10月 13日に発表いたしました（訂正・数値データ訂正あり）「平成 23年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

の一部訂正について」の記載内容について、一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 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致します。 

 なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 
 
【訂正理由】 
今期の決算に関しまして、法人税、住民税及び事業税の計算に誤りがありましたので、これを訂正するとと

もに関連する数値の訂正を行います。 
 
【訂正箇所】 

サマリー情報 

１．平成 23年 8月期の連結業績（平成 22年 9月 1日～平成 23年 8月 31日） 

 
（訂正前） 

（1）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)  
 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 8月期 2,470 △6.7 303 58.9 237 ― ― 161 

22年 8月期 2,648 △5.2 191 123.0 △252 ― △181 ―  
(注) 包括利益 23年8月期 161  百万円(―％) 22年8月期 △178百万円( ―％ ) 

 

 
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 8月期 ― 130.47 3.3 4.7 12.3 

22年 8月期 △145.03 ― △5.3 △3.3 7.2  
(参考) 持分法投資損益 23年8月期 ―百万円  22年8月期 ―百万円 

 

（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 

23年 8月期 7,228 3,437 47.5 

22年 8月期 

2,773.58 

7,605 3,304 43.4 2,665.99  
(参考) 自己資本 23年8月期 3,437  百万円 22年8月期 3,304百万円 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況   

 
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 8月期 400 15 △435 296 

22年 8月期 542 △1 △394 383 



 

2．配当の状況 

 
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 8月期 ―  11.25 ―  11.25  22.50   28 ―  0.8 

23年 8月期 ―  11.25 ―  11.25  22.50   27  ― 17.2 

24年 8月期(予想) ―  11.25 ―  11.25  22.50   19.5  

 

3．平成 24年 8月期の連結業績予想（平成 23年 9月 1日～平成 24年 8月 31日） 

 (％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)  

 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) 1,284 △1.4 164 △10.9 114 △33.7 64 △26.9 51.79 

通 期 2,521 2.1 326 7.7 226 △5.0 145 117.16 △10.2 

 

 

（訂正後） 

（1）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)  
 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 8月期 2,470 △6.7 303 58.9 237 ― ― 145 

22年 8月期 2,648 △5.2 191 123.0 △252 ― △181 ―  
(注) 包括利益 23年8月期 144  百万円( ―％) 22年8月期 △178百万円( ―％ ) 

 

 
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 8月期 ― 117.38 3.3 4.3 12.3 

22年 8月期 △145.03 ― △5.3 △3.3 7.2  
(参考) 持分法投資損益 23年8月期 ―百万円  22年8月期 ―百万円 

 

（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 

23年 8月期 7,228 3,421 47.3 

22年 8月期 

2,760.49 

7,605 3,304 43.4 2,665.99  
(参考) 自己資本 23年8月期 3,421  百万円 22年8月期 3,304百万円 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況   

 
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 8月期 400 15 △435 296 

22年 8月期 542 △1 △394 383 

 
2．配当の状況 

 
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 8月期 ― 11.25 ―  11.25  22.50    28 ―   0.8 

23年 8月期 ―  11.25 ―  11.25  22.50    27     19.2 

24年 8月期(予想) 

0.8 

―  11.25 ―  11.25  22.50    19.5  

 

3．平成 24年 8月期の連結業績予想（平成 23年 9月 1日～平成 24年 8月 31日） 

 (％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)  

 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) 1,284 △1.4 164 △10.9 114 △33.7 64 △26.9 51.79 

通 期 2,521   2.1 326 7.7 226 △5.0 145 117.16 △0.2 

 



 

【訂正箇所】 

サマリー情報 

（参考）個別業績の概要 

１．平成 23年 8月期の個別業績（平成 22年 9月 1日～平成 23年 8月 31日） 

 

（訂正前） 

（1）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)  
 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 8月期 1,955 △5.3 288 49.9 213 ― ― 107 

22年 8月期 2,064 △3.7 192 14.5 △258 ― △197 ― 

 

 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 

     円 銭  円 銭 

23年 8月期 ― 86.54 

22年 8月期 △158.11 ― 

 

（2）個別財政状態 

 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 

23年 8月期 6,899 3,352 48.6 

22年 8月期 

2,704.63 

7,237 3,273 45.2 2,640.97 
 

(参考) 自己資本 23年8月期 3,352  百万円 22年8月期 3,273百万円 

 

2．平成 24年 8月期の個別業績予想（平成 23年 9月 1日～平成 24年 8月 31日） 

 (％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)  

 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) 1,038 △1.0 163 △8.7 108 △32.4 64 △17.2 51.66 

通 期 1,974   1.0 280 △2.9 171 △19.5 100 81.08 △6.3 

 
 
（訂正後） 

（1）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)  
 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 8月期 1,955 △5.3 288 49.9 213 ― ― 93 

22年 8月期 2,064 △3.7 192 14.5 △258 ― △197 ― 

 

 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 

     円銭  円銭 

23年 8月期 ― 75.11 

22年 8月期 △158.11 ― 

 

（2）個別財政状態 

 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 

23年 8月期 6,899 3,337 48.4 

22年 8月期 

2,693.19 

7,237 3,273 45.2 2,640.97 
 

(参考) 自己資本 23年8月期 3,337  百万円 22年8月期 3,273百万円 

 

2．平成 24年 8月期の個別業績予想（平成 23年 9月 1日～平成 24年 8月 31日） 

 (％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)  

 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) 1,038 △1.0 163 △8.7 108 △32.4 64 △17.2 51.66 

通 期 1,974   1.0 280 △2.9 171 △19.5 100 81.08 8.0 



 

【訂正箇所】 

３～５ページ 

 

（訂正前） 

 

１．経営成績  

（１）経営成績に関する分析 

＜略＞ 

この主な要因は ＜略＞ 当期純利益は161,708千円（前年同期は当期純損失181,217千円）となりました。  

（２）財政状態に関する分析 

 ① 資産 

  当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べ 377,045千円（5.0％）減少し、7,228,936千円となりま

した。内訳としては、流動資産は前連結会計年度末と比べ122,963千円（8.3％）減少し、1,353,433千円となりました。 

 ＜略＞ 

② 負債  

  当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ 510,201千円（11.9％）減少し、3,791,348千円となり  

ました。内訳としては、流動負債は前連結会計年度末と比べ 355,714 千円（10.3％）減少し、3,095,334 千円となりまし

た。これは主に、 ＜略＞ 未払法人税等が 1,821千円増加したことによるものであります。 

＜略＞ 

③ 純資産  

  当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ 133,156千円（4.0％）増加し、3,437,588千円となり 

ました。これは主に、剰余金の配当 27,887千円及び当期純利益 161,708千円等であります。  

④ キャッシュ・フローの状況  
 ＜略＞ 
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 平成 19年８月期 平成 20年８月期 平成 21年８月期 平成 22年８月期 平成 23年８月期 

自己資本比率 53.6 48.4 45.5 43.4 

時価ベースの自己資本比率 

47.6 

32.1 20.2 20.5 18.0 16.1 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

44.6 29.6 36.8 5.1 5.8 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

1.4 2.9 2.1 19.8 23.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

 

１．経営成績  

（１）経営成績に関する分析 

＜略＞ 

 この主な要因は ＜略＞ 当期純利益は 145,482千円（前年同期は当期純損失 181,217千円）となりました。  

（２）財政状態に関する分析 

  ① 資産 

  当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べ 377,083千円（5.0％）減少し、7,228,897千円となりま

した。内訳としては、流動資産は前連結会計年度末と比べ123,001千円（8.3％）減少し、1,353,394千円となりました。 

 ＜略＞ 

② 負債  

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ 494,014千円（11.5％）減少し、3,807,535千円となり  

ました。内訳としては、流動負債は前連結会計年度末と比べ 339,526千円（9.8％）減少し、3,111,521千円となりました。

これは主に、 ＜略＞ 未払法人税等が 18,008千円増加したことによるものであります。 

＜略＞ 

③ 純資産  

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ 116,930千円（3.5％）増加し、3,421,361千円となりまし

た。これは主に、剰余金の配当 27,887千円及び当期純利益 145,482千円等であります。  

④ キャッシュ・フローの状況  
＜略＞ 
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 平成 19年８月期 平成 20年８月期 平成 21年８月期 平成 22年８月期 平成 23年８月期 

自己資本比率 53.6 48.4 45.5 43.4 

時価ベースの自己資本比率 

47.3 

32.1 20.2 20.5 18.0 16.1 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

44.6 29.6 36.8 5.1 5.8 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
1.4 2.9 2.1 19.8 23.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【訂正箇所】 

４．連結財務諸表 

 
（訂正前） 

 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円) 

     
前連結会計年度 

(平成22年８月31日) 
当連結会計年度 

(平成23年８月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 383,923 296,663 
  受取手形及び売掛金 198,691 173,281 
  商品及び製品 652,276 648,302 
  原材料及び貯蔵品 87,791 73,201 
  繰延税金資産 139,941 149,327 
  その他 15,178 
 

13,799 
 貸倒引当金 △1,407 △1,142 

  流動資産合計 1,476,396 

 

1,353,433 

固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 3,875,569 3,883,739 
    減価償却累計額 △1,655,373 △1,802,438 
    建物及び構築物（純額） ※1 2,220,195 ※1 2,081,300 

   機械装置及び運搬具 56,261 54,646 
    減価償却累計額 △49,077 △49,899 
    機械装置及び運搬具（純額） 7,183 4,747 

   土地 ※1 3,474,730 ※1 3,442,330 
   建設仮勘定 242 － 
   その他 166,621 168,091 
    減価償却累計額 △143,117 △149,045 
    その他（純額） 23,504 19,045 

   有形固定資産合計 5,725,855 5,547,424 

  無形固定資産 19,665 17,985 
  投資その他の資産   
   投資有価証券 13,810 13,287 
   繰延税金資産 222,304 151,198 
   その他 154,349 155,211 
   貸倒引当金 △6,400 △9,605 
   投資その他の資産合計 384,063 310,092 

  固定資産合計 6,129,585 5,875,502 

 資産合計 7,605,981 

 

7,228,936 

      



 
 

(単位：千円) 

   
前連結会計年度 

(平成22年８月31日) 
当連結会計年度 

(平成23年８月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 29,687 42,470 
  短期借入金 ※1 2,100,000 ※1 1,850,000 
  1年内返済予定の長期借入金 ※1 157,911 ※1 157,440 
  未払費用 120,110 109,896 
  未払法人税等 3,924 
 

5,746 
 賞与引当金 6,487 5,539 

  通貨スワップ契約等 933,692 864,149 
  その他 99,234 60,093 
  流動負債合計 3,451,048 

 

3,095,334 

固定負債   
  長期借入金 ※1 490,750 ※1 333,310 
  役員退職慰労引当金 165,449 172,249 
  資産除去債務 － 28,216 
  負ののれん 39,529 23,717 
  その他 154,772 138,519 
  固定負債合計 850,501 696,014 

 負債合計 4,301,549 

純資産の部 

3,791,348 

  
 株主資本   
  資本金 564,300 564,300 
  資本剰余金 468,338 468,338 
  利益剰余金 2,552,940 
 

2,686,761 
 自己株式 △280,606 △280,676 

  株主資本合計 3,304,972 

 

3,438,723 

その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 △540 △1,135 
  その他の包括利益累計額合計 △540 △1,135 

 純資産合計 3,304,431 

負債純資産合計 

3,437,588 

7,605,981 

 

7,228,936 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（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 

(単位：千円) 

  前連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 2,648,029 2,470,098 

売上原価 1,353,494 ※1 1,171,025 

売上総利益 1,294,535 1,299,072 

販売費及び一般管理費   
 荷造運搬費 51,530 46,114 
 役員報酬 83,995 87,800 
 給料及び賞与 540,128 456,245 
 賞与引当金繰入額 6,487 5,539 
 退職給付費用 7,380 6,117 
 役員退職慰労引当金繰入額 6,750 6,800 
 法定福利費 60,454 56,480 
 賃借料 103,741 100,107 
 減価償却費 44,312 36,649 
 その他 198,739 193,756 
 販売費及び一般管理費合計 1,103,518 995,610 

営業利益 191,017 303,461 

営業外収益   
 受取利息 314 103 
 受取配当金 552 352 
 負ののれん償却額 15,811 15,811 
 物品売却益 2,605 － 
 その他 2,165 2,051 
 営業外収益合計 21,450 18,319 

営業外費用   
 支払利息 28,797 17,730 
 為替差損 427,129 65,265 
 その他 8,907 862 
 営業外費用合計 464,835 83,858 

経常利益又は経常損失（△） △252,366 237,923 

特別損失   
 固定資産売却損 ※2 36,045 － 
 投資有価証券評価損 ※3 12,348 － 
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,204 
 特別損失合計 48,393 13,204 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

△300,759 224,718 

法人税、住民税及び事業税 1,533 

法人税等調整額 

1,362 

△121,075 61,647 

法人税等合計 △119,542 

少数株主損益調整前当期純利益 

63,009 

－ 

当期純利益又は当期純損失（△） 

161,708 

△181,217 

 

161,708 

   

 
 
 
 
 



 
 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９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 

その他の包括利益 

161,708 

  
 その他有価証券評価差額金 － △594 
 その他の包括利益合計 － △594 

包括利益 － 

（内訳） 

161,114 

  
 親会社株主に係る包括利益 － 
 

161,114 

少数株主に係る包括利益 － － 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

    前連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 564,300 564,300 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 564,300 564,300 

 資本剰余金   
  前期末残高 468,338 468,338 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 468,338 468,338 

 利益剰余金   
  前期末残高 2,762,399 2,552,940 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △28,241 △27,887 
   当期純利益又は当期純損失（△） △181,217 
 

161,708 
  当期変動額合計 △209,459 

 

133,821 

 当期末残高 2,552,940 

 

2,686,761 

自己株式   
  前期末残高 △243,679 △280,606 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △36,926 △69 
   当期変動額合計 △36,926 △69 

  当期末残高 △280,606 △280,676 

 株主資本合計   
  前期末残高 3,551,357 3,304,972 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △28,241 △27,887 
   当期純利益又は当期純損失（△） △181,217 
 

161,708 
  自己株式の取得 △36,926 △69 

   当期変動額合計 △246,385 

 

133,751 

 当期末残高 3,304,972 

その他の包括利益累計額 

3,438,723 

  
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △3,014 △540 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
   当期変動額合計 2,473 △594 

  当期末残高 △540 △1,135 

 その他の包括利益累計額合計   
  前期末残高 △3,014 △540 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
   当期変動額合計 2,473 △594 

  当期末残高 △540 △1,135 

      



 
  

(単位：千円) 

   前連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

純資産合計   
 前期末残高 3,548,343 3,304,431 
 当期変動額   
  剰余金の配当 △28,241 △27,887 
  当期純利益又は当期純損失（△） △181,217 
 

161,708 
 自己株式の取得 △36,926 △69 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
  当期変動額合計 △243,911 

 

133,157 

当期末残高 3,304,431 

 

3,437,588 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（訂正後） 

 

（１）連結貸借対照表 

(単位：千円) 

     
前連結会計年度 

(平成22年８月31日) 
当連結会計年度 

(平成23年８月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 383,923 296,663 
  受取手形及び売掛金 198,691 173,281 
  商品及び製品 652,276 648,302 
  原材料及び貯蔵品 87,791 73,201 
  繰延税金資産 139,941 149,327 
  その他 15,178 
 

13,760 
 貸倒引当金 △1,407 △1,142 

  流動資産合計 1,476,396 

 

1,353,394 

固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 3,875,569 3,883,739 
    減価償却累計額 △1,655,373 △1,802,438 
    建物及び構築物（純額） ※1 2,220,195 ※1 2,081,300 

   機械装置及び運搬具 56,261 54,646 
    減価償却累計額 △49,077 △49,899 
    機械装置及び運搬具（純額） 7,183 4,747 

   土地 ※1 3,474,730 ※1 3,442,330 
   建設仮勘定 242 － 
   その他 166,621 168,091 
    減価償却累計額 △143,117 △149,045 
    その他（純額） 23,504 19,045 

   有形固定資産合計 5,725,855 5,547,424 

  無形固定資産 19,665 17,985 
  投資その他の資産   
   投資有価証券 13,810 13,287 
   繰延税金資産 222,304 151,198 
   その他 154,349 155,211 
   貸倒引当金 △6,400 △9,605 
   投資その他の資産合計 384,063 310,092 

  固定資産合計 6,129,585 5,875,502 

 資産合計 7,605,981 

 

7,228,897 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(単位：千円) 

   
前連結会計年度 

(平成22年８月31日) 
当連結会計年度 

(平成23年８月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 29,687 42,470 
  短期借入金 ※1 2,100,000 ※1 1,850,000 
  1年内返済予定の長期借入金 ※1 157,911 ※1 157,440 
  未払費用 120,110 109,896 
  未払法人税等 3,924 
 

21,933 
 賞与引当金 6,487 5,539 

  通貨スワップ契約等 933,692 864,149 
  その他 99,234 60,093 
  流動負債合計 3,451,048 

 

3,111,521 

固定負債   
  長期借入金 ※1 490,750 ※1 333,310 
  役員退職慰労引当金 165,449 172,249 
  資産除去債務 － 28,216 
  負ののれん 39,529 23,717 
  その他 154,772 138,519 
  固定負債合計 850,501 696,014 

 負債合計 4,301,549 

純資産の部 

3,807,535 

  
 株主資本   
  資本金 564,300 564,300 
  資本剰余金 468,338 468,338 
  利益剰余金 2,552,940 
 

2,670,535 
 自己株式 △280,606 △280,676 

  株主資本合計 3,304,972 

 

3,422,497 

その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 △540 △1,135 
  その他の包括利益累計額合計 △540 △1,135 

 純資産合計 3,304,431 

負債純資産合計 

3,421,361 

7,605,981 

 

7,228,897 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
（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 

(単位：千円) 

  前連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 2,648,029 2,470,098 

売上原価 1,353,494 ※1 1,171,025 

売上総利益 1,294,535 1,299,072 

販売費及び一般管理費   
 荷造運搬費 51,530 46,114 
 役員報酬 83,995 87,800 
 給料及び賞与 540,128 456,245 
 賞与引当金繰入額 6,487 5,539 
 退職給付費用 7,380 6,117 
 役員退職慰労引当金繰入額 6,750 6,800 
 法定福利費 60,454 56,480 
 賃借料 103,741 100,107 
 減価償却費 44,312 36,649 
 その他 198,739 193,756 
 販売費及び一般管理費合計 1,103,518 995,610 

営業利益 191,017 303,461 

営業外収益   
 受取利息 314 103 
 受取配当金 552 352 
 負ののれん償却額 15,811 15,811 
 物品売却益 2,605 － 
 その他 2,165 2,051 
 営業外収益合計 21,450 18,319 

営業外費用   
 支払利息 28,797 17,730 
 為替差損 427,129 65,265 
 その他 8,907 862 
 営業外費用合計 464,835 83,858 

経常利益又は経常損失（△） △252,366 237,923 

特別損失   
 固定資産売却損 ※2 36,045 － 
 投資有価証券評価損 ※3 12,348 － 
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,204 
 特別損失合計 48,393 13,204 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

△300,759 224,718 

法人税、住民税及び事業税 1,533 

法人税等調整額 

17,588 

△121,075 61,647 

法人税等合計 △119,542 

少数株主損益調整前当期純利益 

79,236 

－ 

当期純利益又は当期純損失（△） 

145,482 

△181,217 

 

145,482 

   

 
 
 
 
 



 
 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９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 

その他の包括利益 

145,482 

  
 その他有価証券評価差額金 － △594 
 その他の包括利益合計 － △594 

包括利益 － 

（内訳） 

144,887 

  
 親会社株主に係る包括利益 － 
 

144,887 

少数株主に係る包括利益 － － 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

    前連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 564,300 564,300 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 564,300 564,300 

 資本剰余金   
  前期末残高 468,338 468,338 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 468,338 468,338 

 利益剰余金   
  前期末残高 2,762,399 2,552,940 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △28,241 △27,887 
   当期純利益又は当期純損失（△） △181,217 
 

145,482 
  当期変動額合計 △209,459 

 

117,595 

 当期末残高 2,552,940 

 

2,670,535 

自己株式   
  前期末残高 △243,679 △280,606 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △36,926 △69 
   当期変動額合計 △36,926 △69 

  当期末残高 △280,606 △280,676 

 株主資本合計   
  前期末残高 3,551,357 3,304,972 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △28,241 △27,887 
   当期純利益又は当期純損失（△） △181,217 
 

145,482 
  自己株式の取得 △36,926 △69 

   当期変動額合計 △246,385 

 

117,525 

 当期末残高 3,304,972 

その他の包括利益累計額 

3,422,497 

  
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △3,014 △540 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
   当期変動額合計 2,473 △594 

  当期末残高 △540 △1,135 

 その他の包括利益累計額合計   
  前期末残高 △3,014 △540 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
   当期変動額合計 2,473 △594 

  当期末残高 △540 △1,135 

      



 
 

(単位：千円) 

   前連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

純資産合計   
 前期末残高 3,548,343 3,304,431 
 当期変動額   
  剰余金の配当 △28,241 △27,887 
  当期純利益又は当期純損失（△） △181,217 
 

145,482 
 自己株式の取得 △36,926 △69 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
  当期変動額合計 △243,911 

 

116,930 

当期末残高 3,304,431 

 

3,421,361 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【訂正箇所】 

32ページ注記事項 

（金融商品関係） 

2．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注）2を参照下さい。） 

 

（訂正前） 

 
連結貸借対照表計上額 

 (千円） 

時価 

 (千円） 

差額 

 (千円） 

（1）現金及び預金 

（2）受取手形及び売掛金 

     貸倒引当金(※1） 

296,663 

173,281 

△1,137 

296,663 

 

 

─ 

 

 

 172,144 172,144 ─ 

（3）投資有価証券 13,287 ─ 13,287 

資産計 482,094 ─ 482,094 

（4）買掛金 

（5）短期借入金 

（6）長期借入金 

42,470 

1,850,000 

490,750 

42,470 

1,850,000 

496,009 

─ 

─ 

5,259 

負債計 2,383,220 2,388,479 5,259 

（7）デリバティブ取引 

(※2) 
(864,149) (864,149) ─ 

 

（訂正後） 

 
連結貸借対照表計上額 

 (千円） 
時価 

 (千円） 
差額 

 (千円） 

（1）現金及び預金 

（2）受取手形及び売掛金 

     貸倒引当金(※1） 

296,663 

173,281 

△1,137 

296,663 

 

 

─ 

 

 

 172,144 172,144 ─ 

（3）投資有価証券 12,687 ─ 12,687 

資産計 481,494 ─ 481,494 

（4）買掛金 

（5）短期借入金 

（6）長期借入金 

42,470 

1,850,000 

490,750 

42,470 

1,850,000 

496,009 

─ 

─ 

5,259 

負債計 2,383,220 2,388,479 5,259 

（7）デリバティブ取引 
(※2) 

(864,149) (864,149) ─ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

【訂正箇所】 

38ページ注記事項 

（税効果会計関係） 

 

（訂正前） 
 

前連結会計年度 

(平成 22年８月 31日) 

当連結会計年度 

(平成 23年８月 31日) 

＜略＞ ＜略＞ 

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の内訳 

    税引前当期純損失であるため、記載しておりません。 

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の内訳     

  法定実効税率 40.7％ 

  (調整)  

  住民税均等割等 0.7 

 評価性引当額 △11.7 

  その他 △1.7 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.0
 

％ 

 
 
 

（訂正後） 

前連結会計年度 

(平成 22年８月 31日) 

当連結会計年度 

(平成 23年８月 31日) 

＜略＞ ＜略＞ 

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の内訳 

    税引前当期純損失であるため、記載しておりません。 

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の内訳     

  法定実効税率 40.7％ 

  (調整)  

 留保金課税 

  住民税均等割等 

7.3 

0.7 

 評価性引当額 △11.7 

  その他 △1.7 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.3
 

％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【訂正箇所】 

42ページ注記事項 

（1株当たり情報） 

 

（訂正前） 

前連結会計年度 

(自 平成 21年９月１ 日 
 至 平成 22年８月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 22年９月１ 日 
 至 平成 23年８月 31日) 

１株当たり純資産額 2,665円 99銭 １株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失(△) 

2,773円 58銭 

△145円 03銭 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 

130円 47銭 

──── 
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

──── 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式

が存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効

果を有している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 

   １ １株当たり純資産額 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,304,431 

普通株式に係る純資産額(千円) 

3,437,588 

3,304,431 

差額(千円) 

3,437,588 

─ ─ 

普通株式の発行済株式数(株) 1,450,500 1,450,500 

普通株式の自己株式数(株) 211,024 211,096 

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) 
1,239,476 1,239,404 

 

 

   ２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

項目 前連結会計年度 当連結会計年度 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）(千
円) 

△181,217 

普通株主に帰属しない金額(千円) 

161,708 

─ ─ 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △181,217 

普通株式の期中平均株式数(株) 

161,708 

1,249,509 1,239,404 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権   
平成15年11月21日  
定時株主総会決議  

新株予約権の数   117個  
潜在株式の数 
当社普通株式 58,500株 

新株予約権   
平成15年11月21日  
定時株主総会決議  

新株予約権の数   107個  
潜在株式の数 
当社普通株式 53,500株 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

前連結会計年度 

(自 平成 21年９月１ 日 
 至 平成 22年８月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 22年９月１ 日 
 至 平成 23年８月 31日) 

１株当たり純資産額 2,665円 99銭 １株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失(△) 

2,760円 49銭 

△145円 03銭 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 

117円 38銭 

──── 
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

──── 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株

式が存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効

果を有している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 

   １ １株当たり純資産額 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,304,431 

普通株式に係る純資産額(千円) 

3,421,361 

3,304,431 

差額(千円) 

3,421,361 

─ ─ 

普通株式の発行済株式数(株) 1,450,500 1,450,500 

普通株式の自己株式数(株) 211,024 211,096 

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) 
1,239,476 1,239,404 

 

   ２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

項目 前連結会計年度 当連結会計年度 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）(千
円) 

△181,217 

普通株主に帰属しない金額(千円) 

145,482 

─ ─ 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △181,217 

普通株式の期中平均株式数(株) 

145,482 

1,249,509 1,239,404 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権   

平成15年11月21日  
定時株主総会決議  
新株予約権の数   117個  

潜在株式の数 
当社普通株式 58,500株 

新株予約権   

平成15年11月21日  
定時株主総会決議  
新株予約権の数   107個  

潜在株式の数 
当社普通株式 53,500株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【訂正箇所】 

５．個別財務諸表 

 
（訂正前） 

（１）貸借対照表 

(単位：千円) 

     
前事業年度 

(平成22年８月31日) 
当事業年度 

(平成23年８月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 341,975 269,461 
  受取手形 761 － 
  売掛金 ※2 182,867 ※2 180,808 
  営業未収入金 3,873 5,660 
  商品及び製品 585,829 588,809 
  原材料及び貯蔵品 61,851 55,855 
  前渡金 2,046 1,968 
  前払費用 9,124 7,813 
  立替金 － ※2 81,967 
  繰延税金資産 136,972 129,609 
  関係会社短期貸付金 98,300 90,000 
  その他 63,114 
 

754 
 貸倒引当金 △69 △53 

  流動資産合計 1,486,647 

 

1,412,655 

固定資産   
  有形固定資産   
   建物 3,365,157 3,373,545 
    減価償却累計額 △1,330,253 △1,464,869 
    建物（純額） ※1 2,034,903 ※1 1,908,676 

   構築物 128,759 128,759 
    減価償却累計額 △99,248 △103,606 
    構築物（純額） ※1 29,510 ※1 25,152 

   車両運搬具 50,038 49,176 
    減価償却累計額 △43,209 △44,666 
    車両運搬具（純額） 6,829 4,509 

   工具、器具及び備品 161,941 163,411 
    減価償却累計額 △140,616 △146,033 
    工具、器具及び備品（純額） 21,325 17,377 

   土地 ※1 3,075,222 ※1 3,075,222 
   建設仮勘定 242 － 
   有形固定資産合計 5,168,033 5,030,938 

  無形固定資産   
   ソフトウエア 12,304 11,445 
   その他 3,222 3,222 
   無形固定資産合計 15,526 14,667 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

(単位：千円) 

    
前事業年度 

(平成22年８月31日) 
当事業年度 

(平成23年８月31日) 

  投資その他の資産   
   投資有価証券 13,810 13,287 
   関係会社株式 100,000 100,000 
   出資金 714 714 
   関係会社長期貸付金 162,500 122,500 
   長期前払費用 1,561 － 
   繰延税金資産 196,940 112,687 
   敷金及び保証金 90,543 90,543 
   その他 1,500 1,500 
   貸倒引当金 △32 △42 
   投資その他の資産合計 567,535 441,189 

  固定資産合計 5,751,096 5,486,795 

 資産合計 7,237,743 

負債の部 

6,899,450 

  
 流動負債   
  買掛金 15,371 48,132 
  短期借入金 ※1 2,100,000 ※1 1,850,000 
  1年内返済予定の長期借入金 ※1 118,311 ※1 117,840 
  未払金 45,349 9,335 
  未払費用 92,205 92,408 
  未払法人税等 1,761 
 

4,374 
 前受金 42,531 42,455 

  預り金 2,481 2,062 
  賞与引当金 4,626 3,790 
  通貨スワップ契約等 933,692 864,149 
  流動負債合計 3,356,330 

 

3,034,550 

固定負債   
  長期借入金 ※1 316,500 ※1 198,660 
  役員退職慰労引当金 165,449 172,249 
  受入保証金 126,050 113,650 
  資産除去債務 － 28,216 
  固定負債合計 607,999 512,776 

 負債合計 3,964,330 

 

3,547,327 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(単位：千円) 

     
前事業年度 

(平成22年８月31日) 
当事業年度 

(平成23年８月31日) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 564,300 564,300 
  資本剰余金   
   資本準備金 465,937 465,937 
   資本剰余金合計 465,937 465,937 

  利益剰余金   
   利益準備金 25,000 25,000 
   その他利益剰余金   
    別途積立金 2,700,000 2,450,000 
    繰越利益剰余金 △201,687 
 

127,687 
  利益剰余金合計 2,523,312 

 

2,602,687 

 自己株式 △279,596 △279,666 
  株主資本合計 3,273,953 

 

3,353,258 

評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △540 △1,135 
  評価・換算差額等合計 △540 △1,135 

 純資産合計 3,273,413 

負債純資産合計 

3,352,123 

7,237,743 

 

6,899,450 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）損益計算書 

(単位：千円) 

  前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高   
 製品売上高 1,555,874 1,396,664 
 賃貸事業収入 509,063 558,703 
 売上高合計 2,064,937 1,955,368 

売上原価   
 製品売上原価 810,575 ※1 707,795 
 賃貸事業原価 273,829 241,761 
 売上原価合計 1,084,404 949,557 

売上総利益 980,533 1,005,811 

販売費及び一般管理費   
 荷造運搬費 39,666 35,453 
 役員報酬 81,220 85,400 
 給料及び賞与 394,496 337,188 
 賞与引当金繰入額 4,626 3,790 
 退職給付費用 5,349 4,393 
 役員退職慰労引当金繰入額 6,750 6,800 
 法定福利費 43,231 41,224 
 賃借料 39,848 40,294 
 減価償却費 37,061 31,455 
 その他 135,763 131,283 
 販売費及び一般管理費合計 788,014 717,282 

営業利益 192,518 288,528 

営業外収益   
 受取利息 ※2 6,428 ※2 4,649 
 受取配当金 552 352 
 物品売却益 2,605 － 
 その他 1,202 889 
 営業外収益合計 10,788 5,891 

営業外費用   
 支払利息 25,436 14,923 
 為替差損 427,299 65,596 
 支払手数料 8,455 － 
 その他 211 862 
 営業外費用合計 461,402 81,381 

経常利益又は経常損失（△） △258,094 213,038 

特別損失   
 固定資産売却損 ※3 49,243 － 
 投資有価証券評価損 ※4 12,348 － 
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,204 
 特別損失合計 61,591 13,204 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △319,686 199,833 

法人税、住民税及び事業税 1,198 

法人税等調整額 

1,027 

△123,325 91,544 

法人税等合計 △122,127 

当期純利益又は当期純損失（△） 

92,571 

△197,558 

 

107,262 

   

 

 



 

（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

      前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 564,300 564,300 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 564,300 564,300 

 資本剰余金   
  資本準備金   
   前期末残高 465,937 465,937 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 465,937 465,937 

  資本剰余金合計   
   前期末残高 465,937 465,937 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 465,937 465,937 

 利益剰余金   
  利益準備金   
   前期末残高 25,000 25,000 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 25,000 25,000 

  その他利益剰余金   
   別途積立金   
    前期末残高 2,750,000 2,700,000 
    当期変動額   
     別途積立金の取崩 △50,000 △250,000 
     当期変動額合計 △50,000 △250,000 

    当期末残高 2,700,000 2,450,000 

   繰越利益剰余金   
    前期末残高 △25,886 △201,687 
    当期変動額   
     剰余金の配当 △28,241 △27,887 
     別途積立金の取崩 50,000 250,000 
     当期純利益又は当期純損失（△） △197,558 
 

107,262 
    当期変動額合計 △175,800 

 

329,374 

   当期末残高 △201,687 

 

127,687 

 利益剰余金合計   
   前期末残高 2,749,113 2,523,312 
   当期変動額   
    剰余金の配当 △28,241 △27,887 
    当期純利益又は当期純損失（△） △197,558 
 

107,262 
   当期変動額合計 △225,800 

 

79,374 

  当期末残高 2,523,312 

 

2,602,687 

       



 
 

(単位：千円) 

    前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

 自己株式   
  前期末残高 △242,669 △279,596 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △36,926 △69 
   当期変動額合計 △36,926 △69 

  当期末残高 △279,596 △279,666 

 株主資本合計   
  前期末残高 3,536,680 3,273,953 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △28,241 △27,887 
   当期純利益又は当期純損失（△） △197,558 
 

107,262 
  自己株式の取得 △36,926 △69 

   当期変動額合計 △262,727 

 

79,304 

 当期末残高 3,273,953 

評価・換算差額等 

3,353,258 

  
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △3,014 △540 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
   当期変動額合計 2,473 △594 

  当期末残高 △540 △1,135 

 評価・換算差額等合計   
  前期末残高 △3,014 △540 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
   当期変動額合計 2,473 △594 

  当期末残高 △540 △1,135 

純資産合計   
 前期末残高 3,533,666 3,273,413 
 当期変動額   
  剰余金の配当 △28,241 △27,887 
  当期純利益又は当期純損失（△） △197,558 
 

107,262 
 自己株式の取得 △36,926 △69 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
  当期変動額合計 △260,253 

 

78,710 

当期末残高 3,273,413 

 

3,352,123 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

 

（１）貸借対照表 

(単位：千円) 

     
前事業年度 

(平成22年８月31日) 
当事業年度 

(平成23年８月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 341,975 269,461 
  受取手形 761 － 
  売掛金 ※2 182,867 ※2 180,808 
  営業未収入金 3,873 5,660 
  商品及び製品 585,829 588,809 
  原材料及び貯蔵品 61,851 55,855 
  前渡金 2,046 1,968 
  前払費用 9,124 7,813 
  立替金 － ※2 81,967 
  繰延税金資産 136,972 129,609 
  関係会社短期貸付金 98,300 90,000 
  その他 63,114 
 

715 
 貸倒引当金 △69 △53 

  流動資産合計 1,486,647 

 

1,412,616 

固定資産   
  有形固定資産   
   建物 3,365,157 3,373,545 
    減価償却累計額 △1,330,253 △1,464,869 
    建物（純額） ※1 2,034,903 ※1 1,908,676 

   構築物 128,759 128,759 
    減価償却累計額 △99,248 △103,606 
    構築物（純額） ※1 29,510 ※1 25,152 

   車両運搬具 50,038 49,176 
    減価償却累計額 △43,209 △44,666 
    車両運搬具（純額） 6,829 4,509 

   工具、器具及び備品 161,941 163,411 
    減価償却累計額 △140,616 △146,033 
    工具、器具及び備品（純額） 21,325 17,377 

   土地 ※1 3,075,222 ※1 3,075,222 
   建設仮勘定 242 － 
   有形固定資産合計 5,168,033 5,030,938 

  無形固定資産   
   ソフトウエア 12,304 11,445 
   その他 3,222 3,222 
   無形固定資産合計 15,526 14,667 

       



 
 

(単位：千円) 

    
前事業年度 

(平成22年８月31日) 
当事業年度 

(平成23年８月31日) 

  投資その他の資産   
   投資有価証券 13,810 13,287 
   関係会社株式 100,000 100,000 
   出資金 714 714 
   関係会社長期貸付金 162,500 122,500 
   長期前払費用 1,561 － 
   繰延税金資産 196,940 112,687 
   敷金及び保証金 90,543 90,543 
   その他 1,500 1,500 
   貸倒引当金 △32 △42 
   投資その他の資産合計 567,535 441,189 

  固定資産合計 5,751,096 5,486,795 

 資産合計 7,237,743 

負債の部 

6,899,411 

  
 流動負債   
  買掛金 15,371 48,132 
  短期借入金 ※1 2,100,000 ※1 1,850,000 
  1年内返済予定の長期借入金 ※1 118,311 ※1 117,840 
  未払金 45,349 9,335 
  未払費用 92,205 92,408 
  未払法人税等 1,761 
 

18,506 
 前受金 42,531 42,455 

  預り金 2,481 2,062 
  賞与引当金 4,626 3,790 
  通貨スワップ契約等 933,692 864,149 
  流動負債合計 3,356,330 

 

3,048,682 

固定負債   
  長期借入金 ※1 316,500 ※1 198,660 
  役員退職慰労引当金 165,449 172,249 
  受入保証金 126,050 113,650 
  資産除去債務 － 28,216 
  固定負債合計 607,999 512,776 

 負債合計 3,964,330 

 

3,561,459 

      



 
 

(単位：千円) 

     
前事業年度 

(平成22年８月31日) 
当事業年度 

(平成23年８月31日) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 564,300 564,300 
  資本剰余金   
   資本準備金 465,937 465,937 
   資本剰余金合計 465,937 465,937 

  利益剰余金   
   利益準備金 25,000 25,000 
   その他利益剰余金   
    別途積立金 2,700,000 2,450,000 
    繰越利益剰余金 △201,687 
 

113,516 
  利益剰余金合計 2,523,312 

 

2,588,516 

 自己株式 △279,596 △279,666 
  株主資本合計 3,273,953 

 

3,339,087 

評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △540 △1,135 
  評価・換算差額等合計 △540 △1,135 

 純資産合計 3,273,413 

負債純資産合計 

3,337,952 

7,237,743 

 

6,899,411 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）損益計算書 

(単位：千円) 

  前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高   
 製品売上高 1,555,874 1,396,664 
 賃貸事業収入 509,063 558,703 
 売上高合計 2,064,937 1,955,368 

売上原価   
 製品売上原価 810,575 ※1 707,795 
 賃貸事業原価 273,829 241,761 
 売上原価合計 1,084,404 949,557 

売上総利益 980,533 1,005,811 

販売費及び一般管理費   
 荷造運搬費 39,666 35,453 
 役員報酬 81,220 85,400 
 給料及び賞与 394,496 337,188 
 賞与引当金繰入額 4,626 3,790 
 退職給付費用 5,349 4,393 
 役員退職慰労引当金繰入額 6,750 6,800 
 法定福利費 43,231 41,224 
 賃借料 39,848 40,294 
 減価償却費 37,061 31,455 
 その他 135,763 131,283 
 販売費及び一般管理費合計 788,014 717,282 

営業利益 192,518 288,528 

営業外収益   
 受取利息 ※2 6,428 ※2 4,649 
 受取配当金 552 352 
 物品売却益 2,605 － 
 その他 1,202 889 
 営業外収益合計 10,788 5,891 

営業外費用   
 支払利息 25,436 14,923 
 為替差損 427,299 65,596 
 支払手数料 8,455 － 
 その他 211 862 
 営業外費用合計 461,402 81,381 

経常利益又は経常損失（△） △258,094 213,038 

特別損失   
 固定資産売却損 ※3 49,243 － 
 投資有価証券評価損 ※4 12,348 － 
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,204 
 特別損失合計 61,591 13,204 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △319,686 199,833 

法人税、住民税及び事業税 1,198 

法人税等調整額 

15,197 

△123,325 91,544 

法人税等合計 △122,127 

当期純利益又は当期純損失（△） 

106,742 

△197,558 

 

93,091 

   

 

 



 

（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

      前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 564,300 564,300 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 564,300 564,300 

 資本剰余金   
  資本準備金   
   前期末残高 465,937 465,937 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 465,937 465,937 

  資本剰余金合計   
   前期末残高 465,937 465,937 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 465,937 465,937 

 利益剰余金   
  利益準備金   
   前期末残高 25,000 25,000 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 25,000 25,000 

  その他利益剰余金   
   別途積立金   
    前期末残高 2,750,000 2,700,000 
    当期変動額   
     別途積立金の取崩 △50,000 △250,000 
     当期変動額合計 △50,000 △250,000 

    当期末残高 2,700,000 2,450,000 

   繰越利益剰余金   
    前期末残高 △25,886 △201,687 
    当期変動額   
     剰余金の配当 △28,241 △27,887 
     別途積立金の取崩 50,000 250,000 
     当期純利益又は当期純損失（△） △197,558 
 

93,091 
    当期変動額合計 △175,800 

 

315,203 

   当期末残高 △201,687 

 

113,516 

 利益剰余金合計   
   前期末残高 2,749,113 2,523,312 
   当期変動額   
    剰余金の配当 △28,241 △27,887 
    当期純利益又は当期純損失（△） △197,558 
 

93,091 
   当期変動額合計 △225,800 

 

65,203 

  当期末残高 2,523,312 

 

2,588,516 

       



 
 

(単位：千円) 

    前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

 自己株式   
  前期末残高 △242,669 △279,596 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △36,926 △69 
   当期変動額合計 △36,926 △69 

  当期末残高 △279,596 △279,666 

 株主資本合計   
  前期末残高 3,536,680 3,273,953 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △28,241 △27,887 
   当期純利益又は当期純損失（△） △197,558 
 

93,091 
  自己株式の取得 △36,926 △69 

   当期変動額合計 △262,727 

 

65,134 

 当期末残高 3,273,953 

評価・換算差額等 

3,339,087 

  
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △3,014 △540 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
   当期変動額合計 2,473 △594 

  当期末残高 △540 △1,135 

 評価・換算差額等合計   
  前期末残高 △3,014 △540 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
   当期変動額合計 2,473 △594 

  当期末残高 △540 △1,135 

純資産合計   
 前期末残高 3,533,666 3,273,413 
 当期変動額   
  剰余金の配当 △28,241 △27,887 
  当期純利益又は当期純損失（△） △197,558 
 

93,091 
 自己株式の取得 △36,926 △69 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,473 △594 
  当期変動額合計 △260,253 

 

64,539 

当期末残高 3,273,413 

 

3,337,952 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【訂正箇所】 

56ページ注記事項 

(税効果会計関係) 

  
（訂正前） 

 

前事業年度 
(平成 22年８月 31日) 

当事業年度 
(平成 23年８月 31日) 

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の内訳 

    税引前当期純損失であるため、記載しておりません。 

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の内訳     

  法定実効税率 40.7％ 

  (調整)  

  住民税均等割等 0.6 

 評価性引当額 5.1 

  その他 △0.1 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.3
 

％ 

 

 

（訂正後） 
  

前事業年度 

(平成 22年８月 31日) 

当事業年度 

(平成 23年８月 31日) 

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の内訳 

    税引前当期純損失であるため、記載しておりません。 

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の内訳     

  法定実効税率 40.7％ 

  (調整)  

 留保金課税 

  住民税均等割等 

7.1 

0.6 

 評価性引当額 5.1 

  その他 △0.1 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.4
 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【訂正箇所】 

58ページ注記事項 

（1株当たり情報） 

 

（訂正前） 

 

前事業年度 
 (自 平成 21年９月１ 日 
 至 平成 22年８月 31日) 

当事業年度 
(自 平成 22年９月１ 日 
 至 平成 23年８月 31日) 

１株当たり純資産額 2,640円 97銭 １株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失(△) 

2,704円 63銭 

△158円 11銭 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 

86円 54銭 

──── 
潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
──── 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式

が存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効

果を有している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 

   １ １株当たり純資産額 

 前事業年度 当事業年度 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,273,413 

普通株式に係る純資産額(千円) 

3,352,123 

3,273,413 

差額(千円) 

3,352,123 

─ ─ 

普通株式の発行済株式数(株) 1,450,500 1,450,500 

普通株式の自己株式数(株) 211,024 211,096 

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) 

1,239,476 1,239,404 

 

   ２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

項目 前事業年度 当事業年度 

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △197,558 

普通株主に帰属しない金額(千円) 

107,262 

─ ─ 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △197,558 

普通株式の期中平均株式数(株) 

107,262 

1,249,509 1,239,404 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権   
平成15年11月21日  
定時株主総会決議  

新株予約権の数   117個 
潜在株式の数 
当社普通株式 58,500株 

新株予約権   
平成15年11月21日  
定時株主総会決議  

新株予約権の数   107個 
潜在株式の数 
当社普通株式 53,500株 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

 

前事業年度 
 (自 平成 21年９月１ 日 
 至 平成 22年８月 31日) 

当事業年度 
(自 平成 22年９月１ 日 
 至 平成 23年８月 31日) 

１株当たり純資産額 2,640円 97銭 １株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失(△) 

2,693円 19銭 

△158円 11銭 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 

75円 11銭 

──── 
潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
──── 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式

が存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

   １ １株当たり純資産額 

 前事業年度 当事業年度 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,273,413 

普通株式に係る純資産額(千円) 

3,337,952 

3,273,413 

差額(千円) 

3,337,952 

─ ─ 

普通株式の発行済株式数(株) 1,450,500 1,450,500 

普通株式の自己株式数(株) 211,024 211,096 

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) 

1,239,476 1,239,404 

 

   ２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

項目 前事業年度 当事業年度 

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △197,558 

普通株主に帰属しない金額(千円) 

93,091 

─ ─ 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △197,558 

普通株式の期中平均株式数(株) 

93,091 

1,249,509 1,239,404 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権   

平成15年11月21日  
定時株主総会決議  
新株予約権の数   117個 

潜在株式の数 
当社普通株式 58,500株 

新株予約権   

平成15年11月21日  
定時株主総会決議  
新株予約権の数   107個 

潜在株式の数 
当社普通株式 53,500株 
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