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平成 18 年５月 1日 

各  位 

会 社 名 株式会社 シベール 

代表者名 代表取締役社長  熊 谷 眞 一 

（ＪＡＳＤＡＱ・証券コード ２２２８） 

問合せ先 専 務 取 締 役  佐 島 清 人 

電  話 ０２３－６８９－１１３１（代表）

 

 

「平成１8年８月期 中間決算短信（非連結）」の一部訂正について 

 

当社は平成 18年４月 14日に公表致しました「平成１8年８月期 中間決算短信（非連結）」

の記載内容に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正致します。 

なお、訂正箇所は、下線を付して表示しております。 

 

記 

訂正箇所は以下の４箇所であります。 

 

１．【表紙】（１ページ） 

<訂正前> 

(4) キャッシュ・フローの状況 

 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年２月中間期 197 △561 359 924

17 年２月中間期 311 △315 △210 412

17 年８月期 679 △561 183 928

 

<訂正後> 

(4) キャッシュ・フローの状況 

 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年２月中間期 39 △404 359 924

17 年２月中間期 311 △315 △210 412

17 年８月期 679 △561 183 928
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２．【経営成績及び財政状態】（２）財政状態 （６ページ） 

<訂正前> 

（２）財政状態 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業

年度末に比べ 4,817 千円減少し、924,104 千円となりました。 

当中間会計期間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通りで

あります。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、197,262 千円（前年同期は 311,193 千円）となりま

した。これは、主に税引前中間純利益 180,253 千円の計上、減価償却費 123,713 千円

の計上があった一方で、法人税等の支払額 165,112 千円があったことによるものであ

ります。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、561,794 千円（前年同期は 315,798 千円）となりま

した。これは、主に工場の増設・移転に伴なう有形固定資産の取得による支出 504,371

千円によるものであります。 

 

<訂正後> 

（２）財政状態 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業

年度末に比べ 4,817 千円減少し、924,104 千円となりました。 

当中間会計期間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通りで

あります。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、39,532 千円（前年同期は 311,193 千円）となりま

した。これは、主に税引前中間純利益 180,253 千円の計上、減価償却費 123,713 千円

の計上があった一方で、法人税等の支払額 165,112 千円、消費税等の支払 30,451 千円、

その他未払金の減少などがあったことによるものであります。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、404,063 千円（前年同期は 315,798 千円）となりま

した。これは、主に工場の増設・移転に伴なう有形固定資産の取得による支出 346,641

千円によるものであります。 
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３．【経営成績及び財政状態】（２）財政状態（７ページ） 

<訂正前> 

主要財務指標のトレンドは次の通りであります。 

  17 年８月期 18 年８月

期 

 

15 年８月

期 

16 年８月

期 
中間 期末 中間 

株主資本比率 25.0％ 32.1％ 33.4％ 44.0％ 41.6％ 

時価ベースの自己資本比

率 

－％ －％ －％ 122.3％ 99.5％ 

債務償還年数 3.9 年 8.2 年 3.7 年 3.1 年 6.4 年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.9 倍 8.5 倍 17.2 倍 19.5 倍 11.4 倍 

 

<訂正後> 

主要財務指標のトレンドは次の通りであります。 

  17 年８月期 18 年８月

期 

 

15 年８月

期 

16 年８月

期 
中間 期末 中間 

株主資本比率 25.0％ 32.1％ 33.4％ 44.0％ 41.6％ 

時価ベースの自己資本比

率 

－％ －％ －％ 122.3％ 99.5％ 

債務償還年数 3.9 年 8.2 年 3.7 年 3.1 年 31.8 年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.9 倍 8.5 倍 17.2 倍 19.5 倍 2.3 倍 
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４．【経営成績及び財政状態】（３）中間キャッシュフロー計算書 （11 ページ） 

<訂正前> 

(3) 中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年２月28日)

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日)科目 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

  

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

１．税引前中間(当期)純利益 86,014 180,253 377,423

２．減価償却費 114,367 123,713 238,777

３．減損損失 188,433 － 188,433

４．貸倒引当金の減少額 △1,985 △133 △1,480

５．賞与引当金の増加額 5,000 － －

６．債務保証損失引当金の減少額 △18,100 － △18,100

７．役員退職慰労引当金の減少額 △1,467 △937 △1,467

８．受取利息及び受取配当金 △322 △326 △1,154

９．支払利息 18,155 17,602 34,902

10．固定資産除却損 1,963 5,518 3,253

11. 投資有価証券の売却益 － － △7,245

12．売上債権の増減額（増加：△） △13,287 937 △29,394

13．たな卸資産の増加額 △10,428 △7,358 △5,538

14．仕入債務の増減額（減少：△） △5,209 △12,175 11,457

15. 未払消費税等の増加 － － 30,451

16．その他 28,259 72,233 43,075

小計 391,394 379,327 863,395

17．利息及び配当金の受取額 322 326 1,154

18．利息の支払額 △18,099 △17,279 △34,779

19．法人税等の支払額 △62,423 △165,112 △150,332

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

311,193 197,262 679,438

  

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

１．定期預金への預入による支出 △36,000 △240,000 △173,003

２．定期預金の払戻による収入 30,301 240,000 134,321

３．有形固定資産の取得による支出 △295,887 △504,371 △513,982

４．無形固定資産の取得による支出 △780 △2,480 △5,323

５．投資有価証券の取得による支出 － △23,013 －

６．投資有価証券の売却による収入 － － 12,915

７．子会社株式の取得による支出 － △20,000 －

８．出店申込証拠金の支払 △15,000 － △15,000

９．その他 1,567 △11,929 △1,412

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△315,798 △561,794 △561,484
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<訂正後> 

(3) 中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年２月28日)

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日)科目 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

  

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

１．税引前中間(当期)純利益 86,014 180,253 377,423

２．減価償却費 114,367 123,713 238,777

３．減損損失 188,433 － 188,433

４．貸倒引当金の減少額 △1,985 △133 △1,480

５．賞与引当金の増加額 5,000 － －

６．債務保証損失引当金の減少額 △18,100 － △18,100

７．役員退職慰労引当金の減少額 △1,467 △937 △1,467

８．受取利息及び受取配当金 △322 △326 △1,154

９．支払利息 18,155 17,602 34,902

10．固定資産除却損 1,963 5,518 3,253

11. 投資有価証券の売却益 － － △7,245

12．売上債権の増減額（増加：△） △13,287 937 △29,394

13．たな卸資産の増加額 △10,428 △7,358 △5,538

14．仕入債務の増減額（減少：△） △5,209 △12,175 11,457
15. 未払消費税等の増減額（減少：
△） 

－ △30,451 30,451

16．その他 28,259 △55,046 43,075

小計 391,394 221,597 863,395

17．利息及び配当金の受取額 322 326 1,154

18．利息の支払額 △18,099 △17,279 △34,779

19．法人税等の支払額 △62,423 △165,112 △150,332

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

311,193 39,532 679,438

  

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

１．定期預金への預入による支出 △36,000 △240,000 △173,003

２．定期預金の払戻による収入 30,301 240,000 134,321

３．有形固定資産の取得による支出 △295,887 △346,641 △513,982

４．無形固定資産の取得による支出 △780 △2,480 △5,323

５．投資有価証券の取得による支出 － △23,013 －

６．投資有価証券の売却による収入 － － 12,915

７．子会社株式の取得による支出 － △20,000 －

８．出店申込証拠金の支払 △15,000 － △15,000

９．その他 1,567 △11,929 △1,412

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△315,798 △404,063 △561,484

 
以上 


