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「平成18年12月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結）及び 

業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について 
 

 

 平成18年４月28日付で発表いたしました「平成18年12月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結）

及び業績予想の修正に関するお知らせ」の記載内容について下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

１．訂正の内容 

  添付資料の「３．四半期キャッシュ・フロー計算書」について、記載に誤りがありましたので訂正する

ものです。 

 

 

２．訂正箇所（下線で表示） 
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３．四半期キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

(単位：千円)

当四半期 

（平成18年12月期 

第１四半期） 

（参考） 

平成 17 年 12 月期 

         期 別 

 

 科 目 
金額 金額 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益または税引前当期純損失 △40,058 226,559

減価償却費 65,796 257,468

賞与引当金の増加額 － 502

退職給付引当金の増加額 2,560 6,323

貸倒引当金の増加額 － 237,506

受取利息及び配当金 △5,179 △27,591

支払利息 38,015 142,795

有価証券等売却益 － △212,380

固定資産売却益 － △127

固定資産除売却損 － 30,646

関係会社株式評価損 － 448,250

役員賞与支払額 △36,200 △29,000

売上債権の減少額 878,750 86,169

たな卸資産の増加額 △428,614 △1,040,977

仕入債務の増減額（△減少額） △64,711 635,329

未払消費税等の増減額（△減少額） 1,939 △30,257

その他流動資産の増減額（△増加額） △37,946 3,288

その他流動負債の増加額 120,641 41,112

小 計      494,993 775,618

利息及び配当金の受取額 5,092 27,495

利息の支払額 △38,015 △144,783

法人税等の支払額 △308,165 △375,417

営業活動によるキャッシュ・フロー合計 153,904 282,913

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の償還による収入 10,001 －

有形固定資産の取得による支出 △87,065 △43,585

有形固定資産の売却による収入 － 400

投資有価証券の取得による支出 △298 △48,897

投資有価証券の売却による収入 750 226,143

貸付による支出 － △485,000

その他投資による収入 87 21,628

その他投資による支出 △1,022 －

投資活動によるキャッシュ・フロー合計 △77,547 △329,311

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△減少額） 400,000 △40,000

長期借入れによる収入 50,000 1,770,064

長期借入金の返済による支出 △304,916 △1,977,028

自己株式の売却による収入 1,236 12,772

自己株式の買付による支出 △204 △810

配当金の支払額 △61,203 △100,193

財務活動によるキャッシュ・フロー合計 84,912 △335,196

Ⅳ．現金及び現金同等物の増加額 161,270 △381,594

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高 1,612,640 1,994,234

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高 1,773,911 1,612,640

（注）四半期キャッシュ・フロー計算書の開示は、当第１四半期より実施のため前年同四半期は記載しておりません。 
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（訂正後） 

(単位：千円)

当四半期 

（平成18年12月期 

第１四半期） 

（参考） 

平成 17 年 12 月期 

         期 別 

 

 科 目 
金額 金額 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益または税引前当期純損失 △39,882 226,559

減価償却費 65,796 257,468

賞与引当金の増加額 － 502

退職給付引当金の増加額 2,560 6,323

貸倒引当金の増減額（△減少額） △175 237,506

受取利息及び配当金 △5,179 △27,591

支払利息 38,015 142,795

有価証券等売却益 － △212,380

固定資産売却益 － △127

固定資産除売却損 － 30,646

関係会社株式評価損 － 448,250

役員賞与支払額 △36,200 △29,000

売上債権の減少額 878,750 86,169

たな卸資産の増加額 △428,614 △1,040,977

仕入債務の増減額（△減少額） △64,711 635,329

未払消費税等の増減額（△減少額） 1,939 △30,257

その他流動資産の増減額（△増加額） △37,946 3,288

その他流動負債の増加額 120,641 41,112

小 計      494,993 775,618

利息及び配当金の受取額 5,092 27,495

利息の支払額 △38,015 △144,783

法人税等の支払額 △308,165 △375,417

営業活動によるキャッシュ・フロー合計 153,904 282,913

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の償還による収入 10,001 －

有形固定資産の取得による支出 △87,065 △43,585

有形固定資産の売却による収入 － 400

投資有価証券の取得による支出 △298 △48,897

投資有価証券の売却による収入 750 226,143

貸付による支出 － △485,000

その他投資による収入 87 21,628

その他投資による支出 △1,022 －

投資活動によるキャッシュ・フロー合計 △77,547 △329,311

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△減少額） 400,000 △40,000

長期借入れによる収入 50,000 1,770,064

長期借入金の返済による支出 △304,916 △1,977,028

自己株式の売却による収入 1,236 12,772

自己株式の買付による支出 △204 △810

配当金の支払額 △61,203 △100,193

財務活動によるキャッシュ・フロー合計 84,912 △335,196

Ⅳ．現金及び現金同等物の増加額 161,270 △381,594

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高 1,612,640 1,994,234

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高 1,773,911 1,612,640

（注）四半期キャッシュ・フロー計算書の開示は、当第１四半期より実施のため前年同四半期は記載しておりません。 
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