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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成 21 年８月 13 日に提出した第 59 期第１四半期（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30

日）四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期

報告書の訂正報告書を提出するものです。 

なお、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所については XBRL の修正を行いましたので、

併せて修正後の XBRL 形式データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出します。 

 

２【訂正事項】 

  第一部 企業情報 

   第１ 企業の概況 

     １ 主要な経営指標等の推移 

   第２ 事業の状況 

     ４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

      （1）業績の状況 

      （3）キャッシュ・フローの状況 

   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 

      （2）四半期連結損益計算書 

         第１四半期連結累計期間 

      （3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

        注記事項 

       （１株当たり情報） 

        ２ １株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

 

３【訂正箇所】 

訂正箇所は を付して表示しています。 
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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

 １【主要な経営指標等の推移】 

   連結経営指標等 

 

（訂正前） 

回次 

第 58 期 

第１四半期連結累計 

(会計)期間 

第 59 期 

第１四半期連結累計 

(会計)期間 

第 58 期 

会計期間 
自 平成 20年４月 １日

至 平成 20 年６月 30 日

自 平成 21年４月 １日

至 平成 21年６月 30日

自 平成20年４月 １日

至 平成 21年３月 31日

売上高 (百万円) 26,732 22,157  109,123

経常利益 (百万円) 2,276 910  7,640

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,202 102  4,610

純資産額 (百万円) 52,327 53,248  53,569

総資産額 (百万円) 77,792 75,800  80,479

１株当たり純資産額 (円) 1,183.39 1,211.72  1,219.06

１株当たり四半期 

(当期)純利益 
(円) 27.37 2.32  104.94

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

(当期)純利益 

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 66.8 70.2  66.5

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △422 1,109  4,123

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △1,012 △ 619 △5,968

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △417 △ 751 △601

現金及び現金同等物の 

四半期末(期末)残高 
(百万円) 11,955 11,077  11,197

従業員数 (名) 3,548 3,573  3,552
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（訂正後） 

回次 

第 58 期 

第１四半期連結累計 

(会計)期間 

第 59 期 

第１四半期連結累計 

(会計)期間 

第 58 期 

会計期間 
自 平成 20年４月 １日

至 平成 20 年６月 30 日

自 平成 21年４月 １日

至 平成 21年６月 30日

自 平成20年４月 １日

至 平成 21年３月 31日

売上高 (百万円) 26,732 22,157  109,123

経常利益 (百万円) 2,276 906 7,640

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,202 97 4,610

純資産額 (百万円) 52,327 53,248  53,569

総資産額 (百万円) 77,792 75,800  80,479

１株当たり純資産額 (円) 1,183.39 1,211.72  1,219.06

１株当たり四半期 

(当期)純利益 
(円) 27.37 2.22 104.94

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

(当期)純利益 

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 66.8 70.2  66.5

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △422 1,105  4,123

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △1,012 △ 619 △5,968

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △417 △ 751 △601

現金及び現金同等物の 

四半期末(期末)残高 
(百万円) 11,955 11,077  11,197

従業員数 (名) 3,548 3,573  3,552
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第２【事業の状況】 

 ４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

 

（訂正前） 

 （1）業績の状況 

    （前略） 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 221 億５千７百万円（同 17.1％減）、営業利益

は７億９千２百万円（同 59.1％減）、経常利益は９億１千万円（同 60.0％減）、四半期純利益は１億

２百万円（同 91.5％減）となりました。 

    （後略） 

 

 （3）キャッシュ・フローの状況 

    （前略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、11 億９百万円となりました。主な増加は、売上債権の減少 42

億９千２百万円、税金等調整前四半期純利益５億４千万円や減価償却費５億７千３百万円、一方で

主な減少は、賞与引当金等引当金の減少 14 億１千８百万円、法人税等の支払 11 億９千９百万円な

どです。 

    （後略） 

 

 

（訂正後） 

 （1）業績の状況 

    （前略） 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 221 億５千７百万円（同 17.1％減）、営業利益

は７億９千２百万円（同 59.1％減）、経常利益は９億６百万円（同 60.2％減）、四半期純利益は９千

７百万円（同 91.9％減）となりました。 

    （後略） 

 

 （3）キャッシュ・フローの状況 

    （前略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、11 億５百万円となりました。主な増加は、売上債権の減少 42

億９千２百万円、税金等調整前四半期純利益５億３千６百万円や減価償却費５億７千３百万円、一

方で主な減少は、賞与引当金等引当金の減少 14 億１千８百万円、法人税等の支払 11 億９千９百万

円などです。 

    （後略） 
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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】 

 

（訂正前） 

    （単位：百万円）

   
当第１四半期連結会計期間末 

(平成 21 年６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 21 年３月 31 日) 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金  7,544 7,544

  資本剰余金  10,487 10,487

  利益剰余金  37,239 37,972

  自己株式  △2,016 △2,016

  株主資本合計  53,254 53,987

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金  314 66

  繰延ヘッジ損益  △22 －

  為替換算調整勘定  △310 △494

  評価・換算差額等合計  △18 △428

 少数株主持分  12 10

 純資産合計  53,248 53,569

負債純資産合計  75,800 80,479

 

 

（訂正後） 

    （単位：百万円）

   
当第１四半期連結会計期間末 

(平成 21 年６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 21 年３月 31 日) 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金  7,544 7,544

  資本剰余金  10,487 10,487

  利益剰余金  37,235 37,972

  自己株式  △2,016 △2,016

  株主資本合計  53,250 53,987

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金  314 66

  繰延ヘッジ損益  △22 －

  為替換算調整勘定  △306 △494

  評価・換算差額等合計  △14 △428

 少数株主持分  12 10

 純資産合計  53,248 53,569

負債純資産合計  75,800 80,479
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（2）【四半期連結損益計算書】 

  【第１四半期連結累計期間】 

 

（訂正前） 

   （単位：百万円）

   

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月 １日 

 至 平成 20 年６月 30 日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年４月 １日 

 至 平成 21 年６月 30 日) 

売上高  26,732 22,157

売上原価  13,574 10,641

売上総利益  13,157 11,516

販売費及び一般管理費  ※ 11,219  ※ 10,723

営業利益  1,938 792

営業外収益  

 受取利息  11 5

 受取配当金  53 48

 為替差益  227 59

 その他  93 47

 営業外収益合計  385 161

営業外費用  

 支払利息  9 10

 持分法による投資損失  15 5

 その他  21 27

 営業外費用合計  46 43

経常利益  2,276 910

特別利益  

 貸倒引当金戻入額  6 0

 投資有価証券売却益  － 6

 特別利益合計  6 6

特別損失  

 固定資産除売却損  8 4

 投資有価証券評価損  － 51

 過年度製品保証引当金繰入額  － 320

 特別損失合計  8 376

税金等調整前四半期純利益  2,275 540

法人税等  1,057 437

少数株主利益  15 1

四半期純利益  1,202 102
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（訂正後） 

   （単位：百万円）

   

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月 １日 

 至 平成 20 年６月 30 日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年４月 １日 

 至 平成 21 年６月 30 日) 

売上高  26,732 22,157

売上原価  13,574 10,641

売上総利益  13,157 11,516

販売費及び一般管理費  ※ 11,219  ※ 10,723

営業利益  1,938 792

営業外収益  

 受取利息  11 5

 受取配当金  53 43

 為替差益  227 59

 その他  93 47

 営業外収益合計  385 156

営業外費用  

 支払利息  9 10

 持分法による投資損失  15 5

 その他  21 27

 営業外費用合計  46 43

経常利益  2,276 906

特別利益  

 貸倒引当金戻入額  6 0

 投資有価証券売却益  － 6

 特別利益合計  6 6

特別損失  

 固定資産除売却損  8 4

 投資有価証券評価損  － 51

 過年度製品保証引当金繰入額  － 320

 特別損失合計  8 376

税金等調整前四半期純利益  2,275 536

法人税等  1,057 437

少数株主利益  15 1

四半期純利益  1,202 97
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（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

（訂正前） 

   （単位：百万円）

  

前第１四半期連結累計期間

(自 平成 20 年４月 １日 

 至 平成 20 年６月 30 日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成 21 年４月 １日 

 至 平成 21 年６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利益 2,275 540

 減価償却費 552 573

 引当金の増減額（△は減少） △1,488 △1,418

 受取利息及び受取配当金 △64 △53

 支払利息 9 10

 為替差損益（△は益） 30 △20

 有形固定資産除売却損益（△は益） 8 4

 売上債権の増減額（△は増加） 1,406 4,292

 たな卸資産の増減額（△は増加） △100 △303

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,884 △2,026

 その他 792 671

 小計 1,537 2,269

 利息及び配当金の受取額 61 53

 利息の支払額 △12 △14

 法人税等の支払額 △2,007 △1,199

 営業活動によるキャッシュ・フロー △422 1,109

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資有価証券の売却による収入 1 32

 投資有価証券の取得による支出 △14 △13

 有形固定資産の売却による収入 1 5

 有形固定資産の取得による支出 △795 △252

 無形固定資産の取得による支出 △224 △392

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

 取得による収入 
17 －

 その他 0 1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,012 △619

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） 403 37

 長期借入金の返済による支出 △2 △1

 配当金の支払額 △816 △771

 リース債務の返済による支出 － △15

 その他 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △417 △751

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,841 △120

現金及び現金同等物の期首残高 13,797 11,197

現金及び現金同等物の四半期末残高  ※ 11,955  ※ 11,077
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（訂正後） 

   （単位：百万円）

  

前第１四半期連結累計期間

(自 平成 20 年４月 １日 

 至 平成 20 年６月 30 日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成 21 年４月 １日 

 至 平成 21 年６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利益 2,275 536

 減価償却費 552 573

 引当金の増減額（△は減少） △1,488 △1,418

 受取利息及び受取配当金 △64 △49

 支払利息 9 10

 為替差損益（△は益） 30 △20

 有形固定資産除売却損益（△は益） 8 4

 売上債権の増減額（△は増加） 1,406 4,292

 たな卸資産の増減額（△は増加） △100 △303

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,884 △2,026

 その他 792 671

 小計 1,537 2,269

 利息及び配当金の受取額 61 49

 利息の支払額 △12 △14

 法人税等の支払額 △2,007 △1,199

 営業活動によるキャッシュ・フロー △422 1,105

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資有価証券の売却による収入 1 32

 投資有価証券の取得による支出 △14 △13

 有形固定資産の売却による収入 1 5

 有形固定資産の取得による支出 △795 △252

 無形固定資産の取得による支出 △224 △392

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

 取得による収入 
17 －

 その他 0 1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,012 △619

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） 403 37

 長期借入金の返済による支出 △2 △1

 配当金の支払額 △816 △771

 リース債務の返済による支出 － △15

 その他 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △417 △751

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,841 △120

現金及び現金同等物の期首残高 13,797 11,197

現金及び現金同等物の四半期末残高  ※ 11,955  ※ 11,077
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【注記事項】 

（１株当たり情報） 

 ２ １株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

 

（訂正前） 

第１四半期連結累計期間 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 20 年６月 30 日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年４月 １日 

  至 平成 21 年６月 30 日) 

１株当たり四半期純利益     27.37 円 １株当たり四半期純利益     2.32 円 

 

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載していません。 

   ２ １株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

項目 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 20 年６月 30 日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年４月 １日 

  至 平成 21 年６月 30 日) 

四半期純利益(百万円) 1,202 102 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─ 

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,202 102 

普通株式の期中平均株式数(千株) 43,935 43,934 

 

 

（訂正後） 

第１四半期連結累計期間 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年６月 30 日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年４月１日 

  至 平成 21 年６月 30 日) 

１株当たり四半期純利益     27.37 円 １株当たり四半期純利益     2.22 円 

 

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載していません。 

   ２ １株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

項目 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 20 年６月 30 日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年４月 １日 

  至 平成 21 年６月 30 日) 

四半期純利益(百万円) 1,202  97 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─ 

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,202  97 

普通株式の期中平均株式数(千株) 43,935 43,934 

 
 

－11－



 
  

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年８月19日

【会社名】 日本光電工業株式会社

【英訳名】 NIHON KOHDEN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員  鈴 木 文 雄

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西落合１丁目31番４号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)



当社代表取締役社長執行役員 鈴木 文雄は、当社の第59期第１四半期(自 平成21年４月１日 至 平

成21年６月30日)の四半期報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されて

いることを確認しました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】




