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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成25年６月27日に提出いたしました第203期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）有価証券報告書の記載事

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。

　なお、財務諸表の記載内容に係る訂正箇所については、ＸＢＲＬの修正も行いましたので併せて修正後のＸＢＲＬ形式の

データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

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５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

注記事項

（デリバティブ取引関係）

２　財務諸表等

(1）財務諸表

①　貸借対照表

②　損益計算書

注記事項

（重要な会計方針）

（貸借対照表関係）

４　保証債務（保証予約を含む）

④　附属明細表

引当金明細表

(2）主な資産及び負債の内容

⑤　関係会社短期貸付金

⑦　関係会社長期貸付金

 

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】

（訂正前）

回次 第199期 第200期 第201期 第202期 第203期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

(2）提出会社の経営指標等      

売上高 (百万円) 93,163 90,887 102,663 98,159 91,976

経常利益 (百万円) 3,448 4,471 6,362 4,911 1,926

当期純利益又は当期純損
失（△）

(百万円) △19,157 2,936 3,570 286 △8,804

資本金 (百万円) 23,798 23,798 23,798 26,298 26,298

発行済株式総数 (千株) 475,969 475,969 475,969 572,960 577,523

純資産額 (百万円) 18,799 21,725 25,706 31,187 22,474

総資産額 (百万円) 237,682 232,676 226,857 224,739 217,473

１株当たり純資産額 (円) 39.53 45.70 54.07 54.49 38.97

１株当たり配当額（うち
１株当たり中間配当額）

(円)
－
(－)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

１株当たり当期純利益金
額又は１株当たり当期純
損失金額（△）

(円) △40.28 6.18 7.51 0.52 △15.27

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

(円) － － － 0.50 －

自己資本比率 (％) 7.9 9.3 11.3 13.9 10.3

自己資本利益率 (％) △66.0 14.5 15.1 1.0 △32.8

株価収益率 (倍) － 12.3 8.9 100.4 －

配当性向 (％) － － － － －

従業員数
（外、平均臨時雇用者
数）

(人)
1,192
(188)

1,308
(202)

1,268
(214)

1,225
(322)

1,250
(435)

（後略）
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（訂正後）

回次 第199期 第200期 第201期 第202期 第203期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

(2）提出会社の経営指標等      

売上高 (百万円) 93,163 90,887 102,663 98,159 91,976

経常利益 (百万円) 3,448 4,471 6,362 4,911 1,926

当期純利益又は当期純損
失（△）

(百万円) △19,157 2,936 3,570 286 △8,804

資本金 (百万円) 23,798 23,798 23,798 26,298 26,298

発行済株式総数 (千株) 475,969 475,969 475,969 572,960 577,523

純資産額 (百万円) 18,799 21,725 25,706 31,187 22,474

総資産額 (百万円) 237,682 232,676 226,857 224,771 218,389

１株当たり純資産額 (円) 39.53 45.70 54.07 54.49 38.97

１株当たり配当額（うち
１株当たり中間配当額）

(円)
－
(－)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

１株当たり当期純利益金
額又は１株当たり当期純
損失金額（△）

(円) △40.28 6.18 7.51 0.52 △15.27

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

(円) － － － 0.50 －

自己資本比率 (％) 7.9 9.3 11.3 13.9 10.3

自己資本利益率 (％) △66.0 14.5 15.1 1.0 △32.8

株価収益率 (倍) － 12.3 8.9 100.4 －

配当性向 (％) － － － － －

従業員数
（外、平均臨時雇用者
数）

(人)
1,192
(188)

1,308
(202)

1,268
(214)

1,225
(322)

1,250
(435)

（後略）
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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】

【注記事項】

（デリバティブ取引関係）

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1）通貨関連

（訂正前）

前連結会計年度（平成24年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
（百万円）

為替予約等の振当処理

為替予約取引     

売建     

米ドル 売掛金 327 － 314

ユーロ 売掛金 53 － 51

買建     

米ドル 買掛金 258 － 272

　（注）時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。

 

当連結会計年度（平成25年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
（百万円）

為替予約等の振当処理

為替予約取引     

売建     

米ドル 売掛金 517 － 491

ユーロ 売掛金 56 － 56

買建     

米ドル 買掛金 447 － 461

ユーロ 買掛金 104 － 121

　（注）時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
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（訂正後）

前連結会計年度（平成24年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

時価の算定方法

為替予約等の
振当処理

為替予約取引     

取引先金融機関
より提示された
価格等によって
いる。

売建     

米ドル 売掛金（予定取引） 9 － △0

ユーロ 売掛金（予定取引） 4 － 0

買建     

米ドル 買掛金（予定取引） 127 － 7

為替予約取引      

売建      

米ドル 売掛金 318 －
（注） －

ユーロ 売掛金 49 －

買建      

米ドル 買掛金 131 － （注） －

　（注）為替予約等の振当処理によるものは、予定取引に係るものを除き、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体

として処理されているため、その時価は、「金融商品関係」に記載の売掛金及び買掛金の時価に含めて記載してい

る。

 

当連結会計年度（平成25年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

時価の算定方法

為替予約等の
振当処理

為替予約取引     

取引先金融機関
より提示された
価格等によって
いる。

売建     

米ドル 売掛金（予定取引） 16 － △0

買建     

米ドル 買掛金（予定取引） 429 － 13

ユーロ 買掛金（予定取引） 104 － 17

為替予約取引      

売建      

米ドル 売掛金 501 －
（注） －

ユーロ 売掛金 56 －

買建      

米ドル 買掛金 17 － （注） －

　（注）為替予約等の振当処理によるものは、予定取引に係るものを除き、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体

として処理されているため、その時価は、「金融商品関係」に記載の売掛金及び買掛金の時価に含めて記載してい

る。
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２【財務諸表等】

（１）【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24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,018 14,908

受取手形 ※７　1,621 ※７　1,757

売掛金 ※２　26,081 ※２　25,280

商品及び製品 15,295 13,717

仕掛品 2,640 2,338

原材料及び貯蔵品 1,802 1,551

販売用不動産 ※１　857 ※１　857

未成工事支出金 6 －

前渡金 7 7

前払費用 398 397

繰延税金資産 862 804

関係会社短期貸付金 23,594 19,146

営業外受取手形 ※７　1,106 ※７　586

短期債権 2,284 1,596

その他 4 37

貸倒引当金 △43 △28

流動資産合計 86,539 82,959

（後略）

 

EDINET提出書類

ユニチカ株式会社(E00527)

訂正有価証券報告書

 7/18



（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,018 14,908

受取手形 ※７　1,621 ※７　1,757

売掛金 ※２　26,081 ※２　25,280

商品及び製品 15,295 13,717

仕掛品 2,640 2,338

原材料及び貯蔵品 1,802 1,551

販売用不動産 ※１　857 ※１　857

未成工事支出金 6 －

前渡金 7 7

前払費用 398 397

繰延税金資産 862 804

関係会社短期貸付金 13,502 8,870

営業外受取手形 ※７　1,106 ※７　586

短期債権 2,284 1,596

その他 4 37

貸倒引当金 △43 △28

流動資産合計 76,447 72,684

（後略）

 

EDINET提出書類

ユニチカ株式会社(E00527)

訂正有価証券報告書

 8/18



（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

（前略）

投資その他の資産   

投資有価証券 2,915 2,603

関係会社株式 54,525 54,237

出資金 4 4

関係会社出資金 3,414 3,414

関係会社長期貸付金 14,953 17,257

破産更生債権等 73 69

長期前払費用 352 395

長期差入保証金 771 672

その他 182 167

貸倒引当金 △14,880 △17,843

投資その他の資産合計 62,313 60,979

固定資産合計 138,199 134,514

資産合計 224,739 217,473

 

（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

（前略）

投資その他の資産   

投資有価証券 2,915 2,603

関係会社株式 54,525 54,237

出資金 4 4

関係会社出資金 3,414 3,414

関係会社長期貸付金 25,045 27,533

破産更生債権等 73 69

長期前払費用 352 395

長期差入保証金 771 672

その他 182 167

貸倒引当金 △12,862 △15,059

投資損失引当金 △1,986 △1,868

投資その他の資産合計 72,437 72,170

固定資産合計 148,323 145,705

資産合計 224,771 218,389
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（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

（前略）

固定負債   

長期借入金 ※１、※６　61,546 ※１、※６　59,065

リース債務 204 210

繰延税金負債 3,314 7,907

再評価に係る繰延税金負債 ※３　628 ※３　765

長期預り保証金 546 543

退職給付引当金 5,517 6,251

役員退職慰労引当金 43 38

資産除去債務 97 83

その他 752 496

固定負債合計 72,650 75,362

負債合計 193,551 194,999

 

（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

（前略）

固定負債   

長期借入金 ※１、※６　61,546 ※１、※６　59,065

リース債務 204 210

繰延税金負債 3,314 7,907

再評価に係る繰延税金負債 ※３　628 ※３　765

長期預り保証金 546 543

退職給付引当金 5,517 6,251

役員退職慰労引当金 43 38

債務保証損失引当金 － 835

関係会社事業損失引当金 32 81

資産除去債務 97 83

その他 752 496

固定負債合計 72,682 76,278

負債合計 193,583 195,915
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（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,298 26,298

資本剰余金   

資本準備金 4,161 4,385

資本剰余金合計 4,161 4,385

利益剰余金   

利益準備金 1,506 1,506

その他利益剰余金   

別途積立金 1,150 1,150

繰越利益剰余金 △2,551 △11,809

利益剰余金合計 104 △9,153

自己株式 △55 △42

株主資本合計 30,508 21,487

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30 111

繰延ヘッジ損益 0 10

土地再評価差額金 ※３　648 ※３　863

評価・換算差額等合計 679 986

純資産合計 31,187 22,474

負債純資産合計 224,739 217,473

 

（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,298 26,298

資本剰余金   

資本準備金 4,161 4,385

資本剰余金合計 4,161 4,385

利益剰余金   

利益準備金 1,506 1,506

その他利益剰余金   

別途積立金 1,150 1,150

繰越利益剰余金 △2,551 △11,809

利益剰余金合計 104 △9,153

自己株式 △55 △42

株主資本合計 30,508 21,487

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30 111

繰延ヘッジ損益 0 10

土地再評価差額金 ※３　648 ※３　863

評価・換算差額等合計 679 986

純資産合計 31,187 22,474

負債純資産合計 224,771 218,389
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②【損益計算書】

（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

特別損失   

固定資産処分損 ※５　303 ※５　286

貸倒引当金繰入額 1,875 3,070

減損損失 － ※６　1,927

退職給付制度終了損 299 －

その他 1,985 775

特別損失合計 4,464 6,059

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 447 △4,133

法人税、住民税及び事業税 27 171

法人税等調整額 133 4,499

法人税等合計 161 4,671

当期純利益又は当期純損失（△） 286 △8,804

 

（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

特別利益   

投資損失引当金戻入額 382 18

特別利益合計 382 18

特別損失   

固定資産処分損 ※５　303 ※５　286

貸倒引当金繰入額 2,257 2,204

債務保証損失引当金繰入額 － 835

関係会社事業損失引当金繰入額 － 49

減損損失 － ※６　1,927

退職給付制度終了損 299 －

その他 1,985 775

特別損失合計 4,846 6,077

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 447 △4,133

法人税、住民税及び事業税 27 171

法人税等調整額 133 4,499

法人税等合計 161 4,671

当期純利益又は当期純損失（△） 286 △8,804

 

EDINET提出書類

ユニチカ株式会社(E00527)

訂正有価証券報告書

12/18



【注記事項】

（重要な会計方針）

６．引当金の計上基準

 

（訂正前）

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に充てるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。なお、一部、関係会社への出資に係

るものを含めている。

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

(3）事業構造改善引当金

　事業構造改善のために、翌事業年度に発生が見込まれる損失について、合理的に見積もられる金額を計上し

ている。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に充てるため、当事業年度末における退職給付債務及び退職給付に係る信託資産の見込額

に基づき計上している。

　会計基準変更時差異については、15年にわたり均等額を費用処理している。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数による定額法により費用処理している。

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数による定額法により、それぞれ発生の

翌年度から費用処理している。

(5）役員退職慰労引当金

　従来、役員（執行役員を含む）の退任により支払う退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額を

計上していたが、平成18年６月29日開催の当社定時株主総会の終結のときをもって役員退職慰労金制度を廃止

し、同日付をもって同引当金への繰入を停止している。
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（訂正後）

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に充てるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(2）投資損失引当金

　関係会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態及び回収可能性を勘案し、損失負担見込

額を計上している。

(3）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

(4）事業構造改善引当金

　事業構造改善のために、翌事業年度に発生が見込まれる損失について、合理的に見積もられる金額を計上し

ている。

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に充てるため、当事業年度末における退職給付債務及び退職給付に係る信託資産の見込額

に基づき計上している。

　会計基準変更時差異については、15年にわたり均等額を費用処理している。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数による定額法により費用処理している。

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数による定額法により、それぞれ発生の

翌年度から費用処理している。

(6）役員退職慰労引当金

　従来、役員（執行役員を含む）の退任により支払う退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額を

計上していたが、平成18年６月29日開催の当社定時株主総会の終結のときをもって役員退職慰労金制度を廃止

し、同日付をもって同引当金への繰入を停止している。

(7）債務保証損失引当金

　関係会社等への債務保証に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上

している。

(8）関係会社事業損失引当金

　関係会社への事業損失に備えるため、当該会社の財政状態及び経営成績等を勘案し、損失負担見込額を計上

している。
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（貸借対照表関係）

４　保証債務（保証予約を含む）

（訂正前）

　当社は、下記の会社等の銀行借入金等に対して保証を行っている。

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

㈱ユニチカエステート 1,100百万円 ユニチカスパークライト㈱ 719百万円

ユニチカスパークライト㈱ 840 タスコ㈱ 495

ユニチカバークシャー㈱ 821 ㈱ユニチカ環境技術センター 232

タスコ㈱ 347 ㈱エンブレムアジア 184

ユニチカグラスファイバー㈱ 260 ユニチカバークシャー㈱ 120

㈱アイテックス 100 ユニチカグラスファイバー㈱ 105

㈱エンブレムアジア 69 ㈱アイテックス 100

ユニチカエンブレムチャイナ㈲ 57 ユニチカファイバー㈱ 50

ユニチカファイバー㈱ 50 ユニチカ（上海）㈲ 46

㈱ユニチカ環境技術センター 50 ダイアボンド工業㈱ 20

その他の会社（３社） 77 ㈱コソフ 4

従業員住宅資金（１人） 9   

計 3,783 計 2,079

 

（訂正後）

　当社は、下記の会社等の銀行借入金等に対して保証を行っている。

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

㈱ユニチカエステート 1,100百万円 タスコ㈱ 495百万円

ユニチカスパークライト㈱ 840 ㈱エンブレムアジア 184

ユニチカバークシャー㈱ 821 ㈱ユニチカ環境技術センター 152

タスコ㈱ 347 ユニチカバークシャー㈱ 120

ユニチカグラスファイバー㈱ 260 ユニチカグラスファイバー㈱ 105

㈱アイテックス 100 ユニチカスパークライト㈱ 64

㈱エンブレムアジア 69 ユニチカファイバー㈱ 50

ユニチカエンブレムチャイナ㈲ 57 ユニチカ（上海）㈲ 46

ユニチカファイバー㈱ 50 ダイアボンド工業㈱ 20

㈱ユニチカ環境技術センター 50 ㈱コソフ 4

その他の会社（３社） 77   

従業員住宅資金（１人） 9   

計 3,783 計 1,244
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④【附属明細表】

【引当金明細表】

（訂正前）

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 14,923 2,953 － 5 17,871

賞与引当金 816 693 816 － 693

事業構造改善引当金 142 － 106 － 36

役員退職慰労引当金 43 － 5 － 38

　（注）　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、配当金入金等による取崩額である。

 

（訂正後）

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 12,905 2,187 － 5 15,087

投資損失引当金 1,986 40 － 158 1,868

賞与引当金 816 693 816 － 693

事業構造改善引当金 142 － 106 － 36

役員退職慰労引当金 43 － 5 － 38

債務保証損失引当金 － 835 － － 835

関係会社事業損失引当金 32 49 － － 81

　（注）１．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、配当金入金等による取崩額である。

２．投資損失引当金の当期減少額（その他）は、関係会社等の財政状態及び回収可能性を勘案し、投資負担見込額を

見直したことによる戻入額である。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

⑤　関係会社短期貸付金

（訂正前）

内訳 金額（百万円）

ユニチカテキスタイル㈱ 7,207

ユニチカファイバー㈱ 4,291

ユニチカサカイ㈱ 2,860

ユニモア㈱ 2,500

ユニチカトレーディング㈱ 1,690

その他（４社） 596

合計 19,146

 

（訂正後）

内訳 金額（百万円）

ユニチカテキスタイル㈱ 3,775

ユニモア㈱ 2,500

ユニチカトレーディング㈱ 1,690

ユニチカサカイ㈱ 308

ユニチカエンブレムチャイナ㈲ 293

その他（３社） 303

合計 8,870
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⑦　関係会社長期貸付金

（訂正前）

内訳 金額（百万円）

大阪染工㈱ 3,129

ユニテックス㈱ 3,018

㈱エンブレムアジア 2,558

ユニチカバークシャー㈱ 1,630

㈱アイテックス 1,624

その他（13社） 5,295

合計 17,257

 

（訂正後）

内訳 金額（百万円）

ユニチカファイバー㈱ 4,291

ユニチカテキスタイル㈱ 3,432

大阪染工㈱ 3,129

ユニテックス㈱ 3,018

㈱エンブレムアジア 2,558

その他（16社） 11,102

合計 27,533
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