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平成２１年５月２２日 

各  位 

株 式 会 社 エ ー ・ ア ン ド ・ デ イ  

代表取締役執行役員社長    古川 陽  

（コード番号：７７４５ 東証第一部） 

問合せ先 執行役員管理本部長 伊藤 貞雄  

電話番号 ０４８－５９３－１１１１ 

 

 

 

（訂正）「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 平成21年５月15日に発表いたしました「平成21年3月期 決算短信」の内容に一部訂正すべき箇所

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 

平成21年3月期 決算短信作成時において、一部訂正事項が確認されたためであります。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所は、＿＿＿＿＿を付して表示しております。 

 



- 2 - 

【９ページ】 

４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

 

（訂正前） 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 3,491  3,673

  受取手形及び売掛金 13,525  9,900

  有価証券 33  118

  たな卸資産 10,921  －

  商品及び製品 －  5,773

  仕掛品 －  4,184

  原材料及び貯蔵品 －  2,095

  繰延税金資産 627  707

  その他 1,097  1,152

  貸倒引当金 △71  △243

  流動資産合計 29,625  27,361

(略）  

 

 

（訂正後） 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 3,491  3,673

  受取手形及び売掛金 13,525  9,900

  有価証券 33  118

  たな卸資産 10,921  －

  商品及び製品 －  5,616

  仕掛品 －  4,178

  原材料及び貯蔵品 －  2,258

  繰延税金資産 627  707

  その他 1,097  1,152

  貸倒引当金 △71  △243

  流動資産合計 29,625  27,361

(略）  
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【23ページ】 

表示方法の変更 

 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （連結貸借対照表） 

 （略） 

 ２．前連結会計年度まで投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「のれん」は当連

結会計年度において、資産の総額の100分の1を越え

たため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「のれん」は291百万円

であります。 

 （略） 

  

 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （連結貸借対照表） 

 （略） 

 ２．前連結会計年度まで無形固定資産の「その他」に

含めて表示しておりました「のれん」は当連結会計

年度において、資産の総額の100分の1を越えたため

区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「のれん」は291百万円

であります。 

 （略） 

  

 



- 4 - 

【25ページ】 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

(略） 
  

(略） 
  

 ３ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。これら契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

 ３ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行13行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

  
当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額 
11,100百万円

借入実行残高 5,840百万円

  差引額 5,260百万円
  

  
当座貸越極度額の総額 6,900百万円

借入実行残高 6,260百万円

  差引額 640百万円
  

 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

(略） 
  

(略） 
  

 ３         ────── 
  

 ３ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 30百万円
  

 ４ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。これら契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

 ４ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行13行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

  
当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額 
11,100百万円

借入実行残高 5,840百万円

  差引額 5,260百万円
  

  
当座貸越極度額の総額 6,900百万円

借入実行残高 6,260百万円

  差引額 640百万円
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【35～36ページ】 

 

５．個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

 

（訂正前） 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

(略）  

 固定資産  

  有形固定資産 5,440  5,264

   建物 3,013  3,035

   減価償却累計額 △1,659  △1,770

   建物（純額） 1,353  1,265

   構築物 858  860

   減価償却累計額 △341  △383

   構築物（純額） 516  477

   機械及び装置 744  924

   減価償却累計額 △361  △582

   機械及び装置（純額） 382  342

   車両及び運搬具 9  11

   減価償却累計額 △7  △9

   車両及び運搬具（純額） 1  2

   工具、器具及び備品 4,016  4,309

   減価償却累計額 △3,378  △3,673

   工具、器具及び備品（純額） 638  636

   土地 2,472  2,524

   建設仮勘定 75  17

  無形固定資産 1,075  1,122

   特許権 14  12

   ソフトウェア 878  849

   ソフトウェア仮勘定 165  242

   その他 17  17

  投資その他の資産 7,404  10,767

   投資有価証券 175  154

   関係会社株式 4,971  7,459

   出資金 0  0

   関係会社出資金 1,533  2,753

   長期貸付金 10  12

   従業員長期貸付金 2  6

   長期前払費用 9  2

   繰延税金資産 333  －

   破産更生債権等 51  38

   その他 368  379

   貸倒引当金 △52  △39

  固定資産合計 13,920  17,155
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（訂正後） 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

(略）  

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 3,013  3,035

    減価償却累計額 △1,659  △1,770

    建物（純額） 1,353  1,265

   構築物 858  860

    減価償却累計額 △341  △383

    構築物（純額） 516  477

   機械及び装置 744  924

    減価償却累計額 △361  △582

    機械及び装置（純額） 382  342

   車両及び運搬具 9  11

    減価償却累計額 △7  △9

    車両及び運搬具（純額） 1  2

   工具、器具及び備品 4,016  4,309

    減価償却累計額 △3,378  △3,673

    工具、器具及び備品（純額） 638  636

   土地 2,472  2,524

   建設仮勘定 75  17

   有形固定資産合計 5,440  5,264

  無形固定資産  

   特許権 14  12

   ソフトウェア 878  849

   ソフトウェア仮勘定 165  242

   その他 17  17

   無形固定資産合計 1,075  1,122

  投資その他の資産  

   投資有価証券 175  154

   関係会社株式 4,971  7,459

   出資金 0  0

   関係会社出資金 1,533  2,753

   長期貸付金 10  12

   従業員に対する長期貸付金 2  6

   貸倒引当金 △52  △39

   破産更生債権等 51  38

   長期前払費用 9  2

   繰延税金資産 333  －

   その他 368  379

   投資その他の資産合計 7,404  10,767

  固定資産合計 13,920  17,155
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【38ページ】 

 

５．個別財務諸表 

(2) 損益計算書 

 

（訂正前） 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

売上高 26,626  23,583

売上原価 16,817  16,169

売上総利益 9,809  7,413

販売費及び一般管理費 8,377  8,646

営業利益又は営業損失（△） 1,431  △1,233

受取利息 137  30

受取配当金 255  106

受取地代家賃 10  11

為替差益 －  141

金利スワップ評価益 2  －

その他 29  39

支払利息 218  235

売上割引 48  37

為替差損 1,154  －

その他 57  43

経常利益又は経常損失（△） 386  △1,221

前期損益修正益 －  20

固定資産除却損 5  1

関係会社株式評価損 －  181

その他 －  0

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 380  △1,384

法人税、住民税及び事業税 116  △52

法人税等追徴額 －  71

法人税等調整額 54  223

法人税等合計 170  242

当期純利益又は当期純損失（△） 210  △1,627
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（訂正後） 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

売上高 26,626  23,583

売上原価 16,817  16,169

売上総利益 9,809  7,413

販売費及び一般管理費 8,377  8,646

営業利益又は営業損失（△） 1,431  △1,233

営業外収益  

 受取利息 137  30

 受取配当金 255  106

 受取地代家賃 10  11

 為替差益 －  141

 金利スワップ評価益 2  －

 その他 29  39

 営業外収益合計 434  328

営業外費用  

 支払利息 218  235

 売上割引 48  37

 為替差損 1,154  －

 その他 57  43

 営業外費用合計 1,479  316

経常利益又は経常損失（△） 386  △1,221

特別利益  

 過年度出向人件費受入額 －  20

 特別利益合計 －  20

特別損失  

 固定資産除却損 5  1

 関係会社株式評価損 －  181

 その他 －  0

 特別損失合計 5  183

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 380  △1,384

法人税、住民税及び事業税 116  △52

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付
税額 

－  71

法人税等調整額 54  223

法人税等合計 170  242

当期純利益又は当期純損失（△） 210  △1,627

 


