
平 成 20 年 11 月 10 日

各　　位

坂 元　龍 三
（コード番号 ３１０１　東証、大証一部）

楢 原　誠 慈
（ＴＥＬ．06-6348-3091）

Ⅰ．訂正理由

Ⅱ．訂正内容（修正箇所は下線で示しております。）
（百万円未満四捨五入）

１．平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）
（１）連結経営成績（累計）

【訂正前】 （１ページ） （％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

【訂正後】 （１ページ） （％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

平成20年11月５日の当社「平成21年３月期 第２四半期決算短信」発表後に、一部の持分法適用
関連会社から、当該会社の財務諸表に訂正が生じたとの連絡を受け、確定後の当該会社の財務
諸表を当社の連結財務諸表に反映させたことによるものであります。

5,546 

（訂正・数値データ訂正あり）　「平成21年３月期　第２四半期決算短信」の訂正に関するお知らせ

△12.6 

経常利益 四半期純利益

21年３月期第２四半期 9,690 －
13,932 △8.6 

7,047 

会 社 名
代 表 者 名

問 合 せ 先

東 洋 紡 績 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長

財 務 経 理 部 長

△0.0 

記

基づき訂正いたします。

売上高 営業利益

11,476 
－

△10.6 
△5,320 －

20年３月期第２四半期

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

平成20年11月５日に発表いたしました「平成21年３月期 第２四半期決算短信」について、下記の理由に

△7.62 21年３月期第２四半期 －

20年３月期第２四半期
202,471 
213,433 

－

7.48 

売上高 営業利益 経常利益

7.95 

四半期純利益

21年３月期第２四半期 202,471 － 9,690 － 6,762 － △5,605 －
20年３月期第２四半期 213,433 △0.0 13,932 △12.6 

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

21年３月期第２四半期 △8.03 －

△8.6 11,476 △10.6 5,546 

7.95 7.48 

また、ＸＢＲＬ形式の数値データとして開示されているサマリー情報にも訂正がありますので、訂正後の
数値データも送信いたします。

20年３月期第２四半期



（２）連結財政状態
【訂正前】 （１ページ）

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考）　自己資本 21年３月期第２四半期 百万円 20年３月期 百万円

【訂正後】 （１ページ）

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考）　自己資本 21年３月期第２四半期 百万円 20年３月期 百万円

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

【訂正前】 （２ページ）
＜　前　略　＞

＜　後　略　＞

【訂正後】 （２ページ）
＜　前　略　＞

＜　後　略　＞

２．連結財政状態に関する定性的情報
【訂正前】 （３ページ）
（資産、負債及び純資産の状況）

（キャッシュ・フローの状況）

＜　後　略　＞

準備金を取崩したことにより、前年度末比177億円（12.1%）減の1,288億円となりました。

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、40億円の支出となりました。
主な内容は、税金等調整前四半期純損失121億円、減価償却費95億円、法人税等の支払額45
億 円 で す 。

在外子会社で計上していた土地の再評価準備金を取崩し、土地の評価額が減少したことによります。
負債は、前年度末比79億円（2.3%）増の3,559億円となりました。これは、主として有利子負債が

増 加 し た こ と に よ り ま す 。
純資産は、利益剰余金が減少したこと、および一部の在外子会社で計上していた土地の再評価

億円となり、営業利益は同42億円（30.5%）減の97億円、経常利益は同47億円（41.1%）減の68億円、
四半期純損失は56億円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末比98億円（2.0%）減の4,847億円となりました。
これは、主として、棚卸資産が減少したこと、および在外子会社の会計処理の統一により、一部の

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期累計比110億円（5.1%）減の2,025
億円となり、営業利益は同42億円（30.5%）減の97億円、経常利益は同44億円（38.6%）減の70億円、
四半期純損失は53億円となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期累計比110億円（5.1%）減の2,025

161.10 21年３月期第２四半期 484,427 128,548 23.2 

23.3 

１株当たり純資産

161.51 

総資産 純資産

185.79 26.2 

自己資本比率 １株当たり純資産

自己資本比率

21年３月期第２四半期

112,714 129,671 

484,713 128,833 
20年３月期 494,496 146,500 

総資産 純資産

185.79 
112,429 129,671 

20年３月期 494,496 146,500 26.2 



【訂正後】 （３ページ）
（資産、負債及び純資産の状況）

（キャッシュ・フローの状況）

＜　後　略　＞

以　上

主な内容は、税金等調整前四半期純損失124億円、減価償却費95億円、法人税等の支払額45
億 円 で す 。

増 加 し た こ と に よ り ま す 。
純資産は、利益剰余金が減少したこと、および一部の在外子会社で計上していた土地の再評価

準備金を取崩したことにより、前年度末比180億円（12.3%）減の1,285億円となりました。

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、40億円の支出となりました。

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末比101億円（2.0%）減の4,844億円となりました。
これは、主として、棚卸資産が減少したこと、および在外子会社の会計処理の統一により、一部の
在外子会社で計上していた土地の再評価準備金を取崩し、土地の評価額が減少したことによります。

負債は、前年度末比79億円（2.3%）増の3,559億円となりました。これは、主として有利子負債が



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 
  【訂正前】（５ページ） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 7,731 10,025

受取手形及び売掛金 90,344 84,296

商品及び製品 49,481 55,146

仕掛品 16,187 17,333

原材料及び貯蔵品 15,283 13,736

その他 18,964 19,983

貸倒引当金 △757 △875

流動資産合計 197,233 199,644

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 48,719 49,203

機械装置及び運搬具（純額） 53,415 55,793

土地 111,135 119,766

その他（純額） 15,653 11,537

有形固定資産合計 228,921 236,299

無形固定資産 2,495 2,656

投資その他の資産   

その他 70,411 66,988

貸倒引当金 △14,348 △11,091

投資その他の資産合計 56,063 55,897

固定資産合計 287,480 294,852

資産合計 484,713 494,496

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 61,946 66,142

短期借入金 67,122 64,675

1年内返済予定の長期借入金 29,867 26,352

引当金 4,621 4,729

その他 38,803 50,462

流動負債合計 202,359 212,360

固定負債   

社債 15,000 －

新株予約権付社債 20,000 20,000

長期借入金 60,191 57,815

退職給付引当金 12,919 13,710

役員退職慰労引当金 1,269 1,394

その他 44,141 42,717

固定負債合計 153,520 135,636

負債合計 355,879 347,996

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,341 43,341

資本剰余金 16,032 16,033

利益剰余金 21,011 29,754

自己株式 △273 △267

株主資本合計 80,111 88,860

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,360 2,110

繰延ヘッジ損益 △111 △230

土地再評価差額金 39,503 39,524

再評価準備金 － 6,620

為替換算調整勘定 △9,149 △7,213

評価・換算差額等合計 32,604 40,811

少数株主持分 16,119 16,828

純資産合計 128,833 146,500

負債純資産合計 484,713 494,496

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
テキストボックス
【訂正前】（６ページ）



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 
   【訂正後】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 7,731 10,025

受取手形及び売掛金 90,344 84,296

商品及び製品 49,481 55,146

仕掛品 16,187 17,333

原材料及び貯蔵品 15,283 13,736

その他 18,964 19,983

貸倒引当金 △757 △875

流動資産合計 197,233 199,644

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 48,719 49,203

機械装置及び運搬具（純額） 53,415 55,793

土地 111,135 119,766

その他（純額） 15,653 11,537

有形固定資産合計 228,921 236,299

無形固定資産 2,495 2,656

投資その他の資産   

その他 70,126 66,988

貸倒引当金 △14,348 △11,091

投資その他の資産合計 55,778 55,897

固定資産合計 287,194 294,852

資産合計 484,427 494,496

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 61,946 66,142

短期借入金 67,122 64,675

1年内返済予定の長期借入金 29,867 26,352

引当金 4,621 4,729

その他 38,803 50,462

流動負債合計 202,359 212,360

固定負債   

社債 15,000 －

新株予約権付社債 20,000 20,000

長期借入金 60,191 57,815

退職給付引当金 12,919 13,710

役員退職慰労引当金 1,269 1,394

その他 44,141 42,717

固定負債合計 153,520 135,636

負債合計 355,879 347,996

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,341 43,341

資本剰余金 16,032 16,033

利益剰余金 20,726 29,754

自己株式 △273 △267

株主資本合計 79,825 88,860

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,360 2,110

繰延ヘッジ損益 △111 △230

土地再評価差額金 39,503 39,524

再評価準備金 － 6,620

為替換算調整勘定 △9,149 △7,213

評価・換算差額等合計 32,604 40,811

少数株主持分 16,119 16,828

純資産合計 128,548 146,500

負債純資産合計 484,427 494,496

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
テキストボックス
【訂正後】



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 
  【訂正前】（７ページ） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 202,471

売上原価 161,752

売上総利益 40,719

販売費及び一般管理費 31,029

営業利益 9,690

営業外収益  

その他 3,480

営業外収益合計 3,480

営業外費用  

支払利息 1,512

その他 4,610

営業外費用合計 6,123

経常利益 7,047

特別利益  

固定資産売却益 74

特別利益合計 74

特別損失  

たな卸資産評価損 4,057

構造改善関係費 10,685

その他 4,505

特別損失合計 19,247

税金等調整前四半期純損失（△） △12,126

法人税等 △6,144

少数株主損失（△） △663

四半期純損失（△） △5,320

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 
  【訂正後】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 202,471

売上原価 161,752

売上総利益 40,719

販売費及び一般管理費 31,029

営業利益 9,690

営業外収益  

その他 3,195

営業外収益合計 3,195

営業外費用  

支払利息 1,512

その他 4,610

営業外費用合計 6,123

経常利益 6,762

特別利益  

固定資産売却益 74

特別利益合計 74

特別損失  

たな卸資産評価損 4,057

構造改善関係費 10,685

その他 4,505

特別損失合計 19,247

税金等調整前四半期純損失（△） △12,412

法人税等 △6,144

少数株主損失（△） △663

四半期純損失（△） △5,605

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線

myoshida
線



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
  【訂正前】（８ページ） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30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損失（△） △12,126

減価償却費 9,492

支払利息 1,512

売上債権の増減額（△は増加） △2,821

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,807

仕入債務の増減額（△は減少） △3,958

その他 3,586

小計 493

法人税等の支払額 △4,538

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,045

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △12,693

その他 1,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,120

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） 2,676

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 4,986

長期借入れによる収入 14,450

長期借入金の返済による支出 △8,558

社債の発行による収入 14,906

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △3,481

利息の支払額 △1,423

その他 △596

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,961

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,207

現金及び現金同等物の期首残高 9,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,542

myoshida
線

myoshida
線



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
   【訂正後】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30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損失（△） △12,412

減価償却費 9,492

支払利息 1,512

売上債権の増減額（△は増加） △2,821

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,807

仕入債務の増減額（△は減少） △3,958

その他 3,871

小計 493

法人税等の支払額 △4,538

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,045

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △12,693

その他 1,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,120

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） 2,676

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 4,986

長期借入れによる収入 14,450

長期借入金の返済による支出 △8,558

社債の発行による収入 14,906

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △3,481

利息の支払額 △1,423

その他 △596

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,961

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,207

現金及び現金同等物の期首残高 9,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,542
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