
平成22年1月26日 
 
各位 
 

会 社 名 サンケイ化学株式会社 
代 表 者 取締役社長    福谷 明 
（コード番号 ４９９５ 福証） 
問合せ先 取締役総務本部長 宮下武久 
（TEL   099－268－7588 ） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年11月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 
 平成22年1月14日に公表いたしました「平成21年11月期 決算短信」の記載内容の一部に誤りがありましたので、

下記のとおり訂正致します。なお、訂正箇所には下線を付しております。 
 

記 
 
【訂正箇所】 
(1) 1ページ 
 １．21年11月期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 

(1)連結経営成績 
 
(2) 3ページ 
 １．経営成績 
  (1) 経営成績に関する分析 
   1) 当期の経営成績 
 
(3) 4ページ 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 
(4) 11ページ 
４．連結財務諸表 

  （２）連結損益計算書 
 
(5)  12、13ページ 
４．連結財務諸表 

  （３）連結株主資本等変動計算書 
 
(6)  14、15ページ 
４．連結財務諸表 

  （４）連結キャッシュ・フロー計算書 
 

(7)  32ページ 
 （１株当たり情報） 

以上 
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(1) 1ページ 
 １．21年11月期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年11月30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 ％

21年11月期 6,562 △2.6 266 447.4 283 530.0 137 － 
20年11月期 6,736 2.4 49 13.2 45 3.6 △21 － 
 
 

１株当たり当期利益 
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 ％ ％ ％

21年11月期 14.08 － 8.0 5.1 4.1
20年11月期 △2.16 － － 0.8 0.7
（参考）持分法投資損益   21年11月期 21百万円   20年11月期 14百万円 
 
【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 ％

21年11月期 6,562 △2.6 266 447.4 283 529.6 137 － 
20年11月期 6,736 2.4 49 13.2 45 3.6 △21 － 
 
 

１株当たり当期利益 
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 ％ ％ ％

21年11月期 14.06 － 8.0 5.1 4.1
20年11月期 △2.16 － － 0.8 0.7
（参考）持分法投資損益   21年11月期 21百万円   20年11月期 14百万円 
 
 
(2) ３ページ 

1) 当期の経営成績 
【訂正前】 

（前略） 
これらの結果、売上高は一部商品の販売中止・原料不足による供給不足などもあり65億62百万円（前連結会計年度比1億73百万

円、2.6％減）となりました。損益面では自社製品の販売増・経費の更なる節減に努めた結果、営業利益は2億66百万円（前連結会計

年度比2億18百万円、447.4％増）、経常利益は2億83百万円（前連結会計年度比2億38百万円、530.0％増）となりました。当期

純利益は、埋設農薬の無害化処理費用その他を特別損失に計上しましたが1億37百万円（前連結会計年度は21百万円の損失）となり

ました。 
（後略） 

 
【訂正後】 

（前略） 
これらの結果、売上高は一部商品の販売中止・原料不足による供給不足などもあり65億62百万円（前連結会計年度比1億73百万

円、2.6％減）となりました。損益面では自社製品の販売増・経費の更なる節減に努めた結果、営業利益は2億66百万円（前連結会計

年度比2億18百万円、447.4％増）、経常利益は2億83百万円（前連結会計年度比2億38百万円、529.6％増）となりました。当期

純利益は、埋設農薬の無害化処理費用その他を特別損失に計上しましたが1億37百万円（前連結会計年度は21百万円の損失）となり

ました。 
（後略） 
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(3)  4ページ 
【訂正前】 
 （投資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・フローは1億57百万円の減少（前年同期は65百万円の減少）となりました。これは主に有形固定

資産の取得1億6万円、貸付による支出50百万円等の資金減少によるものであります。 
 
【訂正後】 
 （投資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・フローは1億57百万円の減少（前年同期は65百万円の減少）となりました。これは主に有形固定

資産の取得1億6百万円、貸付による支出50百万円等の資金減少によるものであります。 
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(4) 11ページ 
 （２）連結損益計算書 
【訂正前】 

(単位：千円) 
 前連結会計年度 

（自 平成19年12月 1日 
  至 平成20年11月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日）

売上高 6,736,039 6,562,851 
売上原価 5,182,098 4,837,520 
売上総利益 1,553,941 1,725,330 
販売費及び一般管理費 ※1, ※2   1,505,212 ※1, ※2   1,458,575 
営業利益 48,729 266,754 
営業外収益   
 受取利息 1,148 1,583 
 受取配当金 4,873 3,762 
持分法による投資利益 14,496 21,256 

 その他 17,337 23,195 
 営業外収益合計 37,854 49,798 
営業外費用   
 支払利息 35,490 29,191 
 その他 6,075 3,736 
 営業外費用合計 41,565 32,927 
経常利益 45,018 283,625 
特別利益   
 前期損益修正益 ※3    1,712 ※3    13 
 移転補償金 ※4    40,000 － 
 貸倒引当金戻入額 － 112 
 その他 384 － 
 特別利益合計 42,096 125 
特別損失   
 固定資産除却損 ※5    1,304 ※4    1,672 
 役員退職慰労金 12,800 － 
 前期損益修正損 ※6    66,410 ※5    31,114 
有価証券評価損 9,344 － 

 固定資産売却損 － ※6    60 
 その他 7,979 ※7    26,300 
 特別損失合計 97,836 59,147 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △10,722 224,603 
法人税、住民税及び事業税 32,296 103,772 
過年度法人税等 10,285 － 
法人税等調整額 △32,866 △14,645 
法人税等合計 9,716 89,127 
少数株主利益又は少数株主損失（△） 733 △2,345 
当期純利益又は当期純損失（△） △21,171 137,821 
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【訂正後】 
(単位：千円) 

 前連結会計年度 
（自 平成19年12月 1日 
至 平成20年11月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日) 

売上高 6,736,039 6,562,851 
売上原価 5,182,098 4,837,520 
売上総利益 1,553,941 1,725,330 
販売費及び一般管理費 ※1, ※2   1,505,212 ※1, ※2   1,458,575 
営業利益 48,729 266,754 
営業外収益   
 受取利息 1,148 1,583 
 受取配当金 4,873 3,762 
持分法による投資利益 14,496 21,256 

 その他 17,337 23,195 
 営業外収益合計 37,854 49,798 
営業外費用   
 支払利息 35,490 29,191 
 その他 6,075 3,908 
 営業外費用合計 41,565 33,099 
経常利益 45,018 283,453 
特別利益   
 前期損益修正益 ※3    1,712 ※3    13 
 移転補償金 ※4    40,000 － 
 貸倒引当金戻入額 － 112 
 その他 384 － 
 特別利益合計 42,096 125 
特別損失   
 固定資産除却損 ※5    1,304 ※4    1,672 
 役員退職慰労金 12,800 － 
 前期損益修正損 ※6    66,410 ※5    31,114 
有価証券評価損 9,344 － 

 固定資産売却損 － ※6    60 
 その他 7,979 ※7    26,300 
 特別損失合計 97,836 59,147 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △10,722 224,431 
法人税、住民税及び事業税 32,296 103,772 
過年度法人税等 10,285 － 
法人税等調整額 △32,866 △14,645 
法人税等合計 9,716 89,127 
少数株主利益又は少数株主損失（△） 733 △2,345 
当期純利益又は当期純損失（△） △21,171 137,650 
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(5)  12、13ページ 
 （３）連結株主資本等変動計算書 
【訂正前】 

(単位：千円) 
 前連結会計年度 

（自 平成19年12月 1日 
  至 平成20年11月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日）

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 664,500 664,500 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 664,500 664,500 
 資本剰余金   
  前期末残高 295,451 295,451 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 295,451 295,451 
利益剰余金   

  前期末残高 717,590 686,600 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △9,819 △9,797 
   当期純利益又は当期純損失（△） △21,171 137,821 
   自己株式の処分 － △171 
   当期変動額合計 △30,990 127,853 
  当期末残高 686,600 814,452 
自己株式   

  前期末残高 △37,102 △39,017 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △1,915 △4,682 
   自己株式の処分 － 3,843 
   当期変動額合計 △1,915 △839 
  当期末残高 △39,017 △39,855 
 株主資本合計   
  前期末残高 1,640,439 1,607,534 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △9,819 △9,797 
   当期純利益又は当期純損失（△） △21,171 137,821 
   自己株式の取得 △1,915 △4,682 
   自己株式の処分 － 3,672 
   当期変動額合計 △32,905 127,014 
  当期末残高 1,607,534 1,734,548 
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(単位：千円) 
 前連結会計年度 

（自 平成19年12月 1日 
  至 平成20年11月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日）

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 170,531 48,535 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △121,996 △5,039 
   当期変動額合計 △121,996 △5,039 
  当期末残高 48,535 43,495 
少数株主持分   
 前期末残高 51,441 53,090 
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,648 △38 
  当期変動額合計 1,648 △38 
 当期末残高 53,090 53,051 
純資産合計   
 前期末残高 1,862,412 1,709,159 
 当期変動額   
  剰余金の配当 △9,819 △9,797 
  当期純利益又は当期純損失（△） △21,171 137,821 
  自己株式の取得 △1,915 △4,682 
  自己株式の処分 － 3,672 
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △120,348 △5,078 
  当期変動額合計 △153,253 121,935 
 当期末残高 1,709,159 1,831,094 
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【訂正後】 
(単位：千円) 

 前連結会計年度 
（自 平成19年12月 1日 
  至 平成20年11月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日）

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 664,500 664,500 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 664,500 664,500 
 資本剰余金   
  前期末残高 295,451 295,451 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 295,451 295,451 
利益剰余金   

  前期末残高 717,590 686,600 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △9,819 △9,797 
   当期純利益又は当期純損失（△） △21,171 137,650 
                  
   当期変動額合計 △30,990 127,853 
  当期末残高 686,600 814,452 
自己株式   

  前期末残高 △37,102 △39,017 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △1,915 △839 
                  
   当期変動額合計 △1,915 △839 
  当期末残高 △39,017 △39,855 
 株主資本合計   
  前期末残高 1,640,439 1,607,534 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △9,819 △9,797 
   当期純利益又は当期純損失（△） △21,171 137,650 
   自己株式の取得 △1,915 △839 
                  
   当期変動額合計 △32,905 127,014 
  当期末残高 1,607,534 1,734,548 
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(単位：千円) 
 前連結会計年度 

（自 平成19年12月 1日 
 至 平成20年11月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日）

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 170,531 48,535 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △121,996 △5,039 
   当期変動額合計 △121,996 △5,039 
  当期末残高 48,535 43,495 
少数株主持分   
 前期末残高 51,441 53,090 
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,648 △38 
  当期変動額合計 1,648 △38 
 当期末残高 53,090 53,051 
純資産合計   
 前期末残高 1,862,412 1,709,159 
 当期変動額   
  剰余金の配当 △9,819 △9,797 
  当期純利益又は当期純損失（△） △21,171 137,650 
  自己株式の取得 △1,915 △839 
                 
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △120,348 △5,078 
  当期変動額合計 △153,253 121,935 
 当期末残高 1,709,159 1,831,094 
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(6)  14、15ページ 
 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 

 (単位：千円) 
 前連結会計年度 

（自 平成19年12月 1日 
 至 平成20年11月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △10,722 224,603 
 減価償却費 86,205 98,824 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,920 1,262 
 賞与引当金の増減額（△は減少） △3,188 7,041 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,868 15,525 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 75,130 8,130 
その他の引当金の増減額（△は減少） 3,388 △7,583 

 受取利息及び受取配当金 △6,021 △7,637 
 支払利息 35,490 29,191 
 持分法による投資損益（△は益） △14,496 △21,256 
 有価証券評価損益（△は益） 9,344 － 
 有形固定資産除却損 1,304 1,672 
 売上債権の増減額（△は増加） △334,995 453,783 
 たな卸資産の増減額（△は増加） △32,957 △114,527 
仕入債務の増減額（△は減少） 190,182 △224,888 
未払消費税等の増減額（△は減少） △11,952 35,748 
預り保証金の増減額（△は減少） 1,578 △22,732 

 その他 5,745 33,144 
 小計 △1,018 510,303 
 利息及び配当金の受取額 8,311 9,237 
 利息の支払額 △35,294 △28,311 
 法人税等の支払額 △17,469 △48,809 
 営業活動によるキャッシュ・フロー △45,469 442,419 
 

（後略） 
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【訂正後】 
(単位：千円) 

 前連結会計年度 
（自 平成19年12月 1日 
  至 平成20年11月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △10,722 224,431 
 減価償却費 86,205 98,824 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,920 1,262 
 賞与引当金の増減額（△は減少） △3,188 7,041 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,868 15,525 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 75,130 8,130 
その他の引当金の増減額（△は減少） 3,388 △7,583 

 受取利息及び受取配当金 △6,021 △7,637 
 支払利息 35,490 29,191 
 持分法による投資損益（△は益） △14,496 △21,256 
 有価証券評価損益（△は益） 9,344 － 
 有形固定資産除却損 1,304 1,672 
 売上債権の増減額（△は増加） △334,995 453,783 
 たな卸資産の増減額（△は増加） △32,957 △114,527 
仕入債務の増減額（△は減少） 190,182 △224,888 
未払消費税等の増減額（△は減少） △11,952 35,748 
預り保証金の増減額（△は減少） 1,578 △22,732 

 その他 5,745 33,316 
 小計 △1,018 510,303 
 利息及び配当金の受取額 8,311 9,237 
 利息の支払額 △35,294 △28,311 
 法人税等の支払額 △17,469 △48,809 
 営業活動によるキャッシュ・フロー △45,469 442,419 
 

（後略） 
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(7)  32ページ 
 （１株当たり情報） 
【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成19年12月 1日 
  至 平成20年11月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日） 

１株当たり純資産額 169円03銭

１株当たり当期純損失金額 2円16銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

１株当たり純資産額 181円67銭

１株当たり当期純利益金額 14円08銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
（注）１．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前連結会計年度 

（自 平成19年12月 1日 
  至 平成20年11月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日） 

当期純利益又は純損失（△） （千円） △21,171 137,821 
普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 
普通株式に係る当期純利益又は純損失 
（△） 千円 

△21,171 137,821 

期中平均株式数 （株） 9,812,120 9,790,834 
 
 
【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成19年12月 1日 
  至 平成20年11月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日） 

１株当たり純資産額 169円03銭

１株当たり当期純損失金額 2円16銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

１株当たり純資産額 181円67銭

１株当たり当期純利益金額 14円06銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
（注）１．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前連結会計年度 

（自 平成19年12月 1日 
  至 平成20年11月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月 1日 
至 平成21年11月31日） 

当期純利益又は純損失（△） （千円） △21,171 137,650 
普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 
普通株式に係る当期純利益又は純損失 
（△） 千円 

△21,171 137,650 

期中平均株式数 （株） 9,812,120 9,790,834 
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