
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年５月27日

【事業年度】 第87期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

【会社名】 永大産業株式会社

【英訳名】 Eidai Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   枝園 統博

【本店の所在の場所】 大阪市住之江区平林南２丁目10番60号

【電話番号】 （06）6684－3020

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長   森下 昌樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市住之江区平林南２丁目10番60号

【電話番号】 （06）6684－3020

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長   森下 昌樹

【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）

 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

訂正有価証券報告書

1/9



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2021年６月25日に提出いたしました第87期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

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

(1）連結経営指標等

第２　事業の状況

３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5）キャッシュ・フローの状況

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

④　連結キャッシュ・フロー計算書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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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】

(1）連結経営指標等

　　（訂正前）

回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

売上高 （百万円） 66,511 66,977 58,246 57,119 55,814

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） 2,636 2,407 △1,400 △647 △227

親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社

株主に帰属する当期純

損失（△）

（百万円） 2,334 1,264 △3,434 △934 951

包括利益 （百万円） 2,994 2,122 △4,359 △1,395 842

純資産額 （百万円） 48,217 49,570 44,440 41,965 42,210

総資産額 （百万円） 70,799 74,451 68,032 68,752 80,673

１株当たり純資産額 （円） 1,064.51 1,094.37 981.13 948.64 957.15

１株当たり

当期純利益又は１株当た

り当期純損失（△）

（円） 51.42 27.91 △75.81 △20.81 21.52

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 68.10 66.58 65.32 60.98 52.44

自己資本利益率 （％） 4.94 2.59 － － 2.26

株価収益率 （倍） 10.25 19.71 － － 13.85

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 2,784 4,822 △758 △1,520 4,118

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,083 △2,604 △3,197 △9,271 △10,593

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,012 △770 △770 5,390 9,587

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 12,976 14,420 9,691 4,283 7,360

従業員数
（人）

1,371 1,401 1,412 1,400 1,442

（外、平均臨時雇用者数） (884) (910) (886) (820) (733)

（省略）
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　　（訂正後）

回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

売上高 （百万円） 66,511 66,977 58,246 57,119 55,814

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） 2,636 2,407 △1,400 △647 △227

親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社

株主に帰属する当期純

損失（△）

（百万円） 2,334 1,264 △3,434 △934 951

包括利益 （百万円） 2,994 2,122 △4,359 △1,395 842

純資産額 （百万円） 48,217 49,570 44,440 41,965 42,210

総資産額 （百万円） 70,799 74,451 68,032 68,752 80,673

１株当たり純資産額 （円） 1,064.51 1,094.37 981.13 948.64 957.15

１株当たり

当期純利益又は１株当た

り当期純損失（△）

（円） 51.42 27.91 △75.81 △20.81 21.52

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 68.10 66.58 65.32 60.98 52.44

自己資本利益率 （％） 4.94 2.59 － － 2.26

株価収益率 （倍） 10.25 19.71 － － 13.85

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 2,784 4,822 △758 △1,520 2,388

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,083 △2,604 △3,197 △9,271 △8,862

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,012 △770 △770 5,390 9,587

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 12,976 14,420 9,691 4,283 7,360

従業員数
（人）

1,371 1,401 1,412 1,400 1,442

（外、平均臨時雇用者数） (884) (910) (886) (820) (733)

（省略）
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第２【事業の状況】

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（省略）

(5）キャッシュ・フローの状況

　　（訂正前）

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動で4,118百万円、財務活動

で9,587百万円の資金を獲得し、投資活動に10,593百万円の資金を使用したことにより、前連結会計年度末に比べ

3,076百万円増加し、当連結会計年度末には7,360百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは4,118百万円の増加（前年同期は1,520百万円の減少）となりました。

主な要因は、減価償却費1,823百万円、たな卸資産の減少1,979百万円、未払金の増加1,114百万円によるもので

す。

（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10,593百万円の減少（前年同期は9,271百万円の減少）となりました。

主な要因は、投資有価証券の売却により1,431百万円、定期預金の払戻により3,155百万円の収入があったもの

の、有形固定資産の取得に12,908百万円、定期預金の預入に1,955百万円を支出したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは9,587百万円の増加（前年同期は5,390百万円の増加）となりました。

主な要因は、配当金に596百万円を支出したものの、ＥＮボード株式会社の設備投資資金として10,184百万円

の借入れを行ったことによるものです。

 

　　（訂正後）

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動で2,388百万円、財務活動

で9,587百万円の資金を獲得し、投資活動に8,862百万円の資金を使用したことにより、前連結会計年度末に比べ

3,076百万円増加し、当連結会計年度末には7,360百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,388百万円の増加（前年同期は1,520百万円の減少）となりました。

主な要因は、未払金が616百万円減少し、その他の資産が549百万円増加したものの、減価償却費を1,823百万円

計上し、たな卸資産が1,979百万円減少したことによるものです。

（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8,862百万円の減少（前年同期は9,271百万円の減少）となりました。

主な要因は、投資有価証券の売却により1,431百万円、定期預金の払戻により3,155百万円の収入があったもの

の、有形固定資産の取得に11,178百万円、定期預金の預入に1,955百万円を支出したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは9,587百万円の増加（前年同期は5,390百万円の増加）となりました。

主な要因は、配当金に596百万円を支出したものの、ＥＮボード株式会社の設備投資資金として10,184百万円

の借入れを行ったことによるものです。
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第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

(1)【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

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３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（△）
△892 934

減価償却費 1,753 1,823

減損損失 9 3

工場閉鎖損失 73 －

負ののれん償却額 △29 △29

負ののれん発生益 － △350

持分法による投資損益（△は益） △22 △51

賞与引当金の増減額（△は減少） △83 △15

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 88 51

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） 47 67

受取利息及び受取配当金 △162 △144

支払利息 9 51

雇用調整助成金 － △82

受取補償金 △0 －

為替差損益（△は益） 0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 70

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,206

関係会社株式評価損 － 291

固定資産売却損益（△は益） △5 △0

固定資産除却損 9 19

固定資産撤去費用 128 10

売上債権の増減額（△は増加） △1,142 △81

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,583 1,979

その他の資産の増減額（△は増加） △474 △549

仕入債務の増減額（△は減少） 564 362

未払費用の増減額（△は減少） △196 30

未払金の増減額（△は減少） △3,540 1,114

その他の負債の増減額（△は減少） 548 △215

小計 △1,736 4,069

利息及び配当金の受取額 174 156

利息の支払額 △5 △48

雇用調整助成金の受取額 － 82

補償金の受取額 21 －

法人税等の支払額 △62 △141

法人税等の還付額 289 －

災害損失の支払額 △161 －

工場閉鎖損失の支払額 △40 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,520 4,118
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,055 △1,955

定期預金の払戻による収入 3,900 3,155

有形固定資産の取得による支出 △8,585 △12,908

有形固定資産の売却による収入 6 6

無形固定資産の取得による支出 △188 △143

投資有価証券の取得による支出 △16 △1

投資有価証券の売却による収入 － 1,431

子会社株式の取得による支出 △191 △92

事業譲受による支出 － △85

その他 △140 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,271 △10,593

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,668 4,952

短期借入金の返済による支出 － △3,700

長期借入れによる収入 4,802 8,932

自己株式の取得による支出 △379 －

配当金の支払額 △770 △596

非支配株主からの払込みによる収入 70 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,390 9,587

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,408 3,076

現金及び現金同等物の期首残高 9,691 4,283

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,283 ※１ 7,360
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　　（訂正後）

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３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（△）
△892 934

減価償却費 1,753 1,823

減損損失 9 3

工場閉鎖損失 73 －

負ののれん償却額 △29 △29

負ののれん発生益 － △350

持分法による投資損益（△は益） △22 △51

賞与引当金の増減額（△は減少） △83 △15

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 88 51

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） 47 67

受取利息及び受取配当金 △162 △144

支払利息 9 51

雇用調整助成金 － △82

受取補償金 △0 －

為替差損益（△は益） 0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 70

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,206

関係会社株式評価損 － 291

固定資産売却損益（△は益） △5 △0

固定資産除却損 9 19

固定資産撤去費用 128 10

売上債権の増減額（△は増加） △1,142 △81

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,583 1,979

その他の資産の増減額（△は増加） △474 △549

仕入債務の増減額（△は減少） 564 362

未払費用の増減額（△は減少） △196 30

未払金の増減額（△は減少） △3,540 △616

その他の負債の増減額（△は減少） 548 △215

小計 △1,736 2,339

利息及び配当金の受取額 174 156

利息の支払額 △5 △48

雇用調整助成金の受取額 － 82

補償金の受取額 21 －

法人税等の支払額 △62 △141

法人税等の還付額 289 －

災害損失の支払額 △161 －

工場閉鎖損失の支払額 △40 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,520 2,388
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,055 △1,955

定期預金の払戻による収入 3,900 3,155

有形固定資産の取得による支出 △8,585 △11,178

有形固定資産の売却による収入 6 6

無形固定資産の取得による支出 △188 △143

投資有価証券の取得による支出 △16 △1

投資有価証券の売却による収入 － 1,431

子会社株式の取得による支出 △191 △92

事業譲受による支出 － △85

その他 △140 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,271 △8,862

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,668 4,952

短期借入金の返済による支出 － △3,700

長期借入れによる収入 4,802 8,932

自己株式の取得による支出 △379 －

配当金の支払額 △770 △596

非支配株主からの払込みによる収入 70 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,390 9,587

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,408 3,076

現金及び現金同等物の期首残高 9,691 4,283

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,283 ※１ 7,360
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