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「平成 17 年８月期決算短信（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成17年10月31日に発表いたしました「平成17年８月期決算短信（連結）」につきまして、内容の一

部訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、当社第17期（平成16年９月１日～平成17年８月31日）有価証券報告書に係る訂正報告書は、

本日関東財務局へ提出しております。 

 

記 

【訂正に至った経緯及び理由】 

当社の第 17 期（平成 16 年９月１日～平成 17 年８月 31 日）の連結キャッシュ・フロー計算書の振替処理並

びに退職給付会計の注記事項の記載に不備が見つかったため、連結会計年度の連結財務諸表等の記載内容につ

いて見直しを行いました。連結キャッシュ・フロー計算書に関しては、新株発行費償却について財務活動によ

るキャッシュ・フローへの振替処理、連結子会社株式譲渡手数料について投資活動によるキャッシュ・フロー

への振替処理にそれぞれ漏れがあり、退職給付会計の注記事項の記載については連結貸借対照表上の退職給付

引当金との不一致がありました。 

訂正の結果、第 17 期の連結キャッシュ･フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ･フローが 74,251

千円増加、投資活動によるキャッシュ･フローが 51,372 千円減少、財務活動によるキャッシュ･フローが 22,879

千円減少しております。同時に、退職給付会計の注記事項の記載についても誤りを訂正しております。訂正内

容の詳細については、後述の【訂正内容】記載の通りです。 

  また、本件の訂正に関しては、当社会計監査人の監査を経て行っております。 

   

 

【訂正内容】 

訂正箇所は      線で示しております。 

 

● 表紙 

１.17 年８月期の連結業績（平成 16 年９月１日～平成 17 年８月 31 日） 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
17年8月期 
16年8月期 

百万円 
△2,720     
△3,816   

百万円
1,716  

435  

百万円 
772   

△1,766   

百万円
187  
418  

 
【訂正後】 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
17年8月期 
16年8月期 

百万円 
△2,646     
△3,816   

百万円
1,665  

435  

百万円 
749   

△1,766   

百万円
187  
418  
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３．経営成績及び財政状態 

（２）財政状態 

【訂正前】 

連結キャッシュ･フローの状況 

  （省略） 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ･フローは、売上債権の減少及びたな卸資産の減少等により資金の

増加がありましたが、経常損失によることと、仕入債務の減少等により、前連結会計年度△3,816 百万円に対し、

当連結会計年度は△2,720 百万円（前年同期比－％）となりました。 

 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ･フローは、有形固定資産の取得による資金の減少がありましたが、

有形固定資産の売却や貸付金の回収により、前連結会計年度 435 百万円に対し、当連結会計年度は 1,716 百万円

（前年同期比 394.3％）となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ･フローは、株式発行による資金の増加ならびに、長期・短期借入

金の返済及び社債の償還等により、前連結会計年度△1,766 百万円に対し、当連結会計年度は 772 百万円（前年同

期比－％）となりました。 

 

【訂正後】 

連結キャッシュ･フローの状況 

  （省略） 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ･フローは、売上債権の減少及びたな卸資産の減少等により資金の

増加がありましたが、経常損失によることと、仕入債務の減少等により、前連結会計年度△3,816 百万円に対し、

当連結会計年度は△2,646 百万円（前年同期比－％）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ･フローは、有形固定資産の取得による資金の減少がありましたが、

有形固定資産の売却や貸付金の回収により、前連結会計年度 435 百万円に対し、当連結会計年度は 1,665 百万円

（前年同期比 382.5％）となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ･フローは、株式発行による資金の増加ならびに、長期・短期借入

金の返済及び社債の償還等により、前連結会計年度△1,766 百万円に対し、当連結会計年度は 749 百万円（前年同

期比－％）となりました。 
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４．連結財務諸表等 

（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15年９月１日
至 平成16年８月31日

当連結会計年度 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日 

前年対比 
年 度 別 

 
 
 

科  目 金 額 金 額 増 減 

Ⅰ．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損失(△)  △4,570,527 3,308,440 

減価償却費  1,157,953 947,835 

長期前払費用等償却費  125,032 3,825 

連結調整勘定償却額  2,853 2,853 

退職給付引当金の増減額  △40,033 △30,321 

役員退職慰労引当金の増減額  △133,475 － 

賞与引当金の増減額  △121,032 △1,270 

完成工事補償引当金等の増減額  21,817 26,860 

貸倒引当金の増減額  △11,540 15,421 

受取利息及び配当金  △3,297 △22,134 

支払利息  341,269 259,358 

為替差損益  △14,960 134 

連結子会社株式売却損  － 249 

投資有価証券売却益  △166,712 △12,116 

投資有価証券評価損  10,299 － 

貸倒損失  － 1,045,978 

固定資産除却損  39,586 787,818 

固定資産減損損失  － 1,904,187 

固定資産売却損益  58,223 △49,079 

固定資産等受贈益  △8,902 － 

リース解約損  26,985 16,954 

前期損益修正益  △6,659 △18,138 

売上債権の増減額  743,348 749,430 

たな卸資産の増減額  △28,553 1,585,336 

仕入債務の増減額  △469,529 △1,059,550 

債務免除益  － △11,709,451 

未払消費税等の増減額  794,411 △125,908 

その他資産の増減額  444,570 39,098 

その他負債の増減額  △1,617,352 △338,384 

小計  △3,426,223 △2,672,572 753,651

利息及び配当金の受取額  3,397 22,279 

利息の支払額  △343,984 △52,680 

リース解約違約金の支払額  △26,985 △305 

法人税等の支払額  △23,201 △17,329 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,816,997 △2,720,608 1,096,389

    



 （単位：千円）

前連結会計年度 
自 平成15年９月１日
至 平成16年８月31日

当連結会計年度 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日 

前年対比 
年 度 別 

 
 
 

科  目 金 額 金 額 増 減 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △591,185 △129,779 

有形固定資産の売却による収入  1,179,972 628,935 

無形固定資産の取得による支出  △35,463 △330,795 

投資有価証券の取得による支出  △13,278 － 

投資有価証券の売却による収入  195,467 64,817 

貸付による支出  △26,719 △97,670 

貸付金の回収による収入  13,752 1,164,411 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 

 － 144,823 

その他投資活動による支出  △594,343 △170,063 

その他投資活動による収入  307,145 441,795 

投資活動によるキャッシュ・フロー  435,347 1,716,474 1,281,127

Ⅲ．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  735,000 1,460,000 

短期借入金の返済による支出  △616,370 △1,745,000 

長期借入れによる収入  1,800,000 － 

長期借入金の返済による支出  △3,475,181 △391,083 

社債の償還による支出  △210,000 △100,000 

新株予約権の発行による収入  － 16,780 

株式の発行による収入  － 1,531,608 

自己株式の売却による収入  40,500 － 

自己株式の取得による支出  △40,500 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,766,551 772,305 2,538,856

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額  4 △134 △139

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額  △5,148,196 △231,962 4,916,233

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高  5,567,171 418,975 △5,148,196

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高  418,975 187,012 △231,962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 【訂正後】 （単位：千円）

前連結会計年度 
自 平成15年９月１日
至 平成16年８月31日

当連結会計年度 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日 

前年対比 
年 度 別 

 
 
 

科  目 金 額 金 額 増 減 

Ⅰ．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損失(△)  △4,570,527 3,308,440 

減価償却費  1,157,953 947,835 

長期前払費用等償却費  125,032 3,825 

連結調整勘定償却額  2,853 2,853 

退職給付引当金の増減額  △40,033 △30,321 

役員退職慰労引当金の増減額  △133,475 － 

賞与引当金の増減額  △121,032 △1,270 

完成工事補償引当金等の増減額  21,817 26,860 

貸倒引当金の増減額  △11,540 15,421 

受取利息及び配当金  △3,297 △22,134 

支払利息  341,269 259,358 

新株発行費償却  － 22,879 

為替差損益  △14,960 134 

連結子会社株式売却損  － 249 

連結子会社株式譲渡手数料  － 51,372 

投資有価証券売却益  △166,712 △12,116 

投資有価証券評価損  10,299 － 

貸倒損失  － 1,045,978 

固定資産除却損  39,586 787,818 

固定資産減損損失  － 1,904,187 

固定資産売却損益  58,223 △49,079 

固定資産等受贈益  △8,902 － 

リース解約損  26,985 16,954 

前期損益修正益  △6,659 △18,138 

売上債権の増減額  743,348 749,430 

たな卸資産の増減額  △28,553 1,585,336 

仕入債務の増減額  △469,529 △1,059,550 

債務免除益  － △11,709,451 

未払消費税等の増減額  794,411 △125,908 

その他資産の増減額  444,570 39,098 

その他負債の増減額  △1,617,352 △338,384 

小計  △3,426,223 △2,598,320 827,902

利息及び配当金の受取額  3,397 22,279 

利息の支払額  △343,984 △52,680 

リース解約違約金の支払額  △26,985 △305 

法人税等の支払額  △23,201 △17,329 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,816,997 △2,646,356 1,170,640

    

 



 （単位：千円）

前連結会計年度 
自 平成15年９月１日
至 平成16年８月31日

当連結会計年度 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日 

前年対比 
年 度 別 

 
 
 

科  目 金 額 金 額 増 減 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △591,185 △129,779 

有形固定資産の売却による収入  1,179,972 628,935 

無形固定資産の取得による支出  △35,463 △330,795 

投資有価証券の取得による支出  △13,278 － 

投資有価証券の売却による収入  195,467 64,817 

貸付による支出  △26,719 △97,670 

貸付金の回収による収入  13,752 1,164,411 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 

 － 144,823 

その他投資活動による支出  △594,343 △221,435 

その他投資活動による収入  307,145 441,795 

投資活動によるキャッシュ・フロー  435,347 1,665,102 1,229,754

Ⅲ．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  735,000 1,460,000 

短期借入金の返済による支出  △616,370 △1,745,000 

長期借入れによる収入  1,800,000 － 

長期借入金の返済による支出  △3,475,181 △391,083 

社債の償還による支出  △210,000 △100,000 

新株予約権の発行による収入  － 16,780 

株式の発行による収入  － 1,531,608 

自己株式の売却による収入  40,500 － 

自己株式の取得による支出  △40,500 － 

その他財務活動による支出  － △22,879 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,766,551 749,426 2,515,977

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額  4 △134 △139

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額  △5,148,196 △231,962 4,916,233

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高  5,567,171 418,975 △5,148,196

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高  418,975 187,012 △231,962
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７．退職給付会計 

当連結会計年度 

【訂正前】  

１.採用している退職給付制度の概要 

 退職給付制度は、勤続満 3 年以上の社員が退職する場合、社内規程に基づき、退職時までの勤続年数や給

与等に基づき算定された退職金を支払う事となっております。連結子会社につきましては、簡便法によって

おります。 

２．退職給付債務に関する事項（平成 17 年 8月 31 日現在） 

① 退職給付債務 △74,487 千円  

② 数理計算上差異新規分 28,102   

 

③ 退職給付引当金（①＋②） △46,385   

    

３．退職給付費用に関する事項（自 平成 16 年 9月 1日  至 平成 17 年 8月 31 日） 

① 勤務費用 11,499 千円  

② 利息費用 869   

③ 数理計算上の差異の費用処理額 △19,883   

④退職給付費用（①＋②＋③） △7,514   

 

   

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  ① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準   

  ② 割引率 1.5％   

  ③ 数理計算上の差異の処理年数 1 年   

  ④ 会計基準変更時差異の処理年数 1 年   

   

【訂正後】 

１.採用している退職給付制度の概要 

 退職給付制度は、勤続満 3 年以上の社員が退職する場合、社内規程に基づき、退職時までの勤続年数や給

与等に基づき算定された退職金を支払う事となっております。連結子会社につきましては、簡便法によって

おります。 

２．退職給付債務に関する事項（平成 17 年 8月 31 日現在） 

① 退職給付債務 △78,466 千円  

② 数理計算上差異新規分 9,792   

 

③ 退職給付引当金（①＋②） △68,673   

    

３．退職給付費用に関する事項（自 平成 16 年 9月 1日  至 平成 17 年 8月 31 日） 

① 勤務費用 15,478 千円  

② 利息費用 869   

③ 数理計算上の差異の費用処理額 △19,883   

④退職給付費用（①＋②＋③） △3,535   

 

   

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  ① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準   

  ② 割引率 1.5％   

  ③ 数理計算上の差異の処理年数 1 年   

  ④ 会計基準変更時差異の処理年数 1 年   

   

 

以 上 


