
平成22年5月28日

各　　位

　　　　　　　　会 社 名　　大崎電気工業株式会社
　　　　　　　　代表者名　  取締役会長　渡邊 佳英
　　　　　　　　（コード　６６４４　東証第一部）
　　　　　　　　問合せ先　  取締役経営戦略室長　高野 澄雄
　　　　　　　　（ＴＥＬ ０３-３４４３－９１３３）

訂正箇所 ①
　　１３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 当連結会計年度
（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

＜前略＞
固定負債

社債 4,500 4,500
長期借入金 2,217 2,196
リース債務 672 850
退職給付引当金 858 912
役員退職慰労引当金 915 890

＜後略＞

（訂正後）
(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

＜前略＞
固定負債

社債 4,500 4,500
長期借入金 2,217 2,196
リース債務 672 850
長期未払金 － 692
退職給付引当金 858 912
役員退職慰労引当金 915 198

＜後略＞

（訂正・数値データ訂正あり）｢平成22年3月期 決算短信｣の一部訂正に関するお知らせ

　平成22年5月12日に発表いたしました｢平成22年3月期 決算短信｣の記載内容の一部に訂正すべき事項がありま
したので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記
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訂正箇所 ②
　　２３ページ  (6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（訂正前）

（訂正後）

訂正箇所 ③
　　１７ページ　4.【連結財務諸表】　(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）
(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成20年４月１日　 （自　平成21年４月１日　
　至　平成21年３月31日） 　至　平成22年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
＜省略＞

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 678 △25
受取利息及び受取配当金 △161 △124

＜後略＞

（訂正後）
(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成20年４月１日　 （自　平成21年４月１日　
　至　平成21年３月31日） 　至　平成22年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
＜省略＞

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 678 △717
長期未払金の増減額（△は減少） － 692
受取利息及び受取配当金 △161 △124

＜後略＞

 4 会計処理基準に関する事項  4 会計処理基準に関する事項
 (3) 重要な引当金の計上基準  (3) 重要な引当金の計上基準
　①～⑥ 省略 　①～⑥ 省略
　⑦ 役員退職慰労引当金 　⑦ 役員退職慰労引当金

　　　　　　　　＜省略＞ 　　　　　　　　同　　左

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日　
　至　平成22年３月31日）　至　平成21年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日　

 4 会計処理基準に関する事項  4 会計処理基準に関する事項
 (3) 重要な引当金の計上基準  (3) 重要な引当金の計上基準
　①～⑥ 省略 　①～⑥ 省略
　⑦ 役員退職慰労引当金 　⑦ 役員退職慰労引当金

　　　　　　　　＜省略＞ 　　　　　　　　同　　左

（追加情報）
当社は、平成21年２月開催の取締役会において、

同年６月開催の定時株主総会終結の時をもって役員
退職慰労金制度を廃止することを決議し、当該定時
株主総会において、同制度廃止に伴い役員退職慰労
金を打ち切り支給すること、及び支給の時期は各取
締役及び監査役の退任時とすることが承認されまし
た。

これに伴い、当社の「役員退職慰労引当金」は全
額取り崩し、打ち切り支給の未払額692百万円を固
定負債に「長期未払金」として計上しております。

（自　平成21年４月１日　
当連結会計年度

　至　平成22年３月31日）　至　平成21年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日　
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訂正箇所 ④
　　３５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 当事業年度
（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

＜前略＞
固定負債

社債 4,500 4,500
長期借入金 1,900 2,090
リース債務 631 724
役員退職慰労引当金 679 692

＜後略＞

（訂正後）
(単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

＜前略＞
固定負債

社債 4,500 4,500
長期借入金 1,900 2,090
リース債務 631 724
長期未払金 － 692
役員退職慰労引当金 679 －

＜後略＞

以　上
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平成22年5月28日

各　　位

　　　　　　　　会 社 名　　大崎電気工業株式会社
　　　　　　　　代表者名　  取締役会長　渡邊 佳英
　　　　　　　　（コード　６６４４　東証第一部）
　　　　　　　　問合せ先　  取締役経営戦略室長　高野 澄雄
　　　　　　　　（ＴＥＬ ０３-３４４３－９１３３）

訂正箇所 ①
　　７ページ　5.【四半期連結財務諸表】　(1)【四半期連結貸借対照表】

（訂正前）
(単位：百万円）

前連結会計年度末に係る
当第３四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

（平成21年12月31日） （平成21年３月31日）
＜前略＞

固定負債
社債 4,500 4,500
長期借入金 2,503 2,217
退職給付引当金 861 858
役員退職慰労引当金 878 915

＜後略＞

（訂正後）
(単位：百万円）

前連結会計年度末に係る
当第３四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

（平成21年12月31日） （平成21年３月31日）
＜前略＞

固定負債
社債 4,500 4,500
長期借入金 2,503 2,217
長期未払金 692 －
退職給付引当金 861 858
役員退職慰労引当金 186 915

＜後略＞

訂正箇所 ②
　　９ページ　5.【四半期連結財務諸表】　(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３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日　 （自　平成21年４月１日　
　至　平成20年12月31日） 　至　平成21年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
＜省略＞

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 643 △36
受取利息及び受取配当金 △141 △107

＜後略＞

（訂正後）
(単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日　 （自　平成21年４月１日　
　至　平成20年12月31日） 　至　平成21年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
＜省略＞

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 643 △728
長期未払金の増減額（△は減少） － 692
受取利息及び受取配当金 △141 △107

＜後略＞

以　上

（訂正・数値データ訂正あり）｢平成22年3月期 第3四半期決算短信｣の一部訂正に関するお知らせ

　平成22年2月5日に発表いたしました｢平成22年3月期 第3四半期決算短信｣の記載内容の一部に訂正すべき事項
がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記



平成22年5月28日

各　　位

　　　　　　　　会 社 名　　大崎電気工業株式会社
　　　　　　　　代表者名　  取締役会長　渡邊 佳英
　　　　　　　　（コード　６６４４　東証第一部）
　　　　　　　　問合せ先　  取締役経営戦略室長　高野 澄雄
　　　　　　　　（ＴＥＬ ０３-３４４３－９１３３）

訂正箇所 ①
　　７ページ　5.【四半期連結財務諸表】　(1)【四半期連結貸借対照表】

（訂正前）
(単位：百万円）

前連結会計年度末に係る
当第２四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

（平成21年９月30日） （平成21年３月31日）
＜前略＞

固定負債
社債 4,500 4,500
長期借入金 2,615 2,217
退職給付引当金 949 858
役員退職慰労引当金 865 915

＜後略＞

（訂正後）
(単位：百万円）

前連結会計年度末に係る
当第２四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

（平成21年９月30日） （平成21年３月31日）
＜前略＞

固定負債
社債 4,500 4,500
長期借入金 2,615 2,217
長期未払金 692 －
退職給付引当金 949 858
役員退職慰労引当金 173 915

＜後略＞

訂正箇所 ②
　　９ページ　5.【四半期連結財務諸表】　(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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日　 （自　平成21年４月１日　
　至　平成20年９月30日） 　至　平成21年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
＜省略＞

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △69 △50
受取利息及び受取配当金 △94 △72

＜後略＞

（訂正後）
(単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日　 （自　平成21年４月１日　
　至　平成20年９月30日） 　至　平成21年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
＜省略＞

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △69 △742
長期未払金の増減額（△は減少） － 692
受取利息及び受取配当金 △94 △72

＜後略＞

以　上

（訂正・数値データ訂正あり）｢平成22年3月期 第2四半期決算短信｣の一部訂正に関するお知らせ

　平成21年11月13日に発表いたしました｢平成22年3月期 第2四半期決算短信｣の記載内容の一部に訂正すべき事
項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記



平成22年5月28日

各　　位

　　　　　　　　会 社 名　　大崎電気工業株式会社
　　　　　　　　代表者名　  取締役会長　渡邊 佳英
　　　　　　　　（コード　６６４４　東証第一部）
　　　　　　　　問合せ先　  取締役経営戦略室長　高野 澄雄
　　　　　　　　（ＴＥＬ ０３-３４４３－９１３３）

訂正箇所 ①
　　７ページ　5.【四半期連結財務諸表】　(1)【四半期連結貸借対照表】

（訂正前）
(単位：百万円）

前連結会計年度末に係る
当第１四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

（平成21年６月30日） （平成21年３月31日）
負債の部

流動負債
＜省略＞

役員賞与引当金 17 37
製品保証引当金 103 114
その他 4,113 4,069
流動負債合計 9,772 11,228

固定負債
社債 4,500 4,500
長期借入金 2,136 2,217
退職給付引当金 902 858
役員退職慰労引当金 883 915
負ののれん 1,209 1,248
その他 3,192 3,124
固定負債合計 12,824 12,864

＜後略＞

（訂正後）
(単位：百万円）

前連結会計年度末に係る
当第１四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

（平成21年６月30日） （平成21年３月31日）
負債の部

流動負債
＜省略＞

役員賞与引当金 17 37
製品保証引当金 103 114
その他 4,115 4,069
流動負債合計 9,774 11,228

固定負債
社債 4,500 4,500
長期借入金 2,136 2,217
長期未払金 692 －
退職給付引当金 902 858
役員退職慰労引当金 189 915
負ののれん 1,209 1,248
その他 3,192 3,124
固定負債合計 12,823 12,864

＜後略＞

（訂正・数値データ訂正あり）｢平成22年3月期 第1四半期決算短信｣の一部訂正に関するお知らせ

　平成21年8月5日に発表いたしました｢平成22年3月期 第1四半期決算短信｣の記載内容の一部に訂正すべき事項
がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記
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訂正箇所 ②
　　９ページ　5.【四半期連結財務諸表】　(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 当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日　 （自　平成21年４月１日　
　至　平成20年６月30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
＜省略＞

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △72 △32
受取利息及び受取配当金 △74 △56

＜省略＞
その他 △9 117
小計 4,525 805

＜後略＞

（訂正後）
(単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日　 （自　平成21年４月１日　
　至　平成20年６月30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
＜省略＞

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △72 △725
長期未払金の増減額（△は減少） － 692
受取利息及び受取配当金 △74 △56

＜省略＞
その他 △9 119
小計 4,525 805

＜後略＞

以　上
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