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平成 18 年 5 月 10 日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

（訂正）「平成（訂正）「平成（訂正）「平成（訂正）「平成 17年年年年 12月期決算短信（連結）」の一部訂正について月期決算短信（連結）」の一部訂正について月期決算短信（連結）」の一部訂正について月期決算短信（連結）」の一部訂正について 
   

 

 

 

平成 18 年２月 17 日に開示いたしました「平成 17 年 12 月期（平成 17 年１月１日～平成 17 年 12 月 31 日）決算

短信（連結）」の記載事項の一部に誤りがありましたので、別紙のとおり訂正いたします。 
なお、訂正箇所は、下線にて表示しております。 

 

一部訂正の理由 

 連結キャッシュ・フロー計算書上の「投資活動によるキャッシュ・フロー」のうち、「定期預金の預入による支出」

金額を多く計上することによる誤りがありましたので訂正いたします。 

当該連結財務諸表の訂正による損益に与える影響はありません。 

なお、平成 17 年 12 月期有価証券報告書の訂正報告書を平成 18 年 5月 12 日付けで関東財務局長に提出予定であり

ます。 

 

記 

 

 

「平成 17 年 12 月期決算短信（連結）」の１ページ、９ページ、２０ページ、２９ページ。 

 

 

以上 

会 社 名 株式会社 京  樽 

代表者名 代表取締役社長 田中 常泰 

 （コード番号：８１８７） 

問合せ先 取締役管理本部長 長谷川幸夫 

 （電話 03-5847-2311） 
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１．17 年 12 月期の連結業績（平成 17 年１月１日～平成 17 年 12 月 31 日）    

（訂正前）（訂正前）（訂正前）（訂正前）    

(3）連結キャッシュ・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 

17 年 12 月期 1,132 △2,035 233 2,806 

16 年 12 月期 923 △475 △860 3,475 

 

（訂正後）（訂正後）（訂正後）（訂正後）    

 (3）連結キャッシュ・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 

17 年 12 月期 1,132 △835 233 4,006 

16 年 12 月期 923 △475 △860 3,475 

    

    

３．経営成績及び財政状態３．経営成績及び財政状態３．経営成績及び財政状態３．経営成績及び財政状態    

（訂正前）（訂正前）（訂正前）（訂正前）    

(2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ 669,446 千円減少し、

2,806,282 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益 673,554 千円及び減価償却費

712,359 千円の計上等により 1,132,360 千円となりました。前連結会計年度と比べて 208,548 千円増加しま

したが、これは主に税金等調整前当期純利益 4,338,418 千円の減少がありましたが、前連結会計年度におけ

る年金資産への拠出等による退職給付引当金の減少 5,618,520 千円による増加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） 

当連結会計年度における投資活動による資金は、定期預金の払戻による収入 1,000,000 千円等がありまし

たが、定期預金の預入れによる支出 1,205,308 千円、投資有価証券の取得による支出 1,000,612 千円、出資

金の取得による支出 500,000 千円及び有形固定資産の取得による支出 862,731 千円等があったため、

2,035,705 千円の減少となりました。また、前連結会計年度と比べても前記の要因により 1,560,247 千円の

支出の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  略 

 

（訂正後）（訂正後）（訂正後）（訂正後）    

(2)キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ 530,553 千円増加し、

4,006,282 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益 673,554 千円及び減価償却費

712,359 千円の計上等により 1,132,360 千円となりました。前連結会計年度と比べて 208,548 千円増加しま
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したが、これは主に税金等調整前当期純利益 4,338,418 千円の減少がありましたが、前連結会計年度におけ

る年金資産への拠出等による退職給付引当金の減少 5,618,520 千円による増加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） 

当連結会計年度における投資活動による資金は、定期預金の払戻による収入 1,000,000 千円等がありまし

たが、投資有価証券の取得による支出 1,000,612 千円、出資金の取得による支出 500,000 千円及び有形固定

資産の取得による支出 862,731 千円等があったため、835,705 千円の支出となりました。また、前連結会計

年度と比べても前記の要因により 360,247 千円の支出の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  略 
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４．連結財務諸表等４．連結財務諸表等４．連結財務諸表等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）（訂正前）（訂正前）（訂正前）    

    

前連結会計年度 

（自 平成 16 年１月１日 

至 平成 16年 12月 31日）

当連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日）

比較増減 

区分 
注記

番号 
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         

税金等調整前当期純利益   5,011,972 673,554 △4,338,418 

減価償却費   803,243 712,359 △90,883 

減損損失   675,553 125,624 △549,928 

貸倒引当金の減少額   △26,317 △2,676 23,641 

賞与引当金の増加額   24,570 5,041 △19,529 

退職給付引当金の減少額   △5,772,517 △153,997 5,618,520 

役員退職慰労引当金の増加額   16,127 19,040 2,913 

受取利息及び配当金   △17,977 △15,908 2,068 

支払利息   113,317 95,188 △18,129 

賃貸収入   △369,956 △347,506 22,449 

賃貸費用   325,156 313,877 △11,279 

新株発行費   － 16,936 16,936 

持分法による投資損失   9,375 － △9,375 

固定資産売却益   － △31,954 △31,954 

保証金等返還益   △85,718 △142,319 △56,601 

固定資産売却損   47,947 － △47,947 

固定資産除却損   159,356 57,882 △101,473 

固定資産評価損   26,272 － △26,272 

前期損益修正損   43,292 － △43,292 

売上債権の増加額   △37,388 △9,410 27,978 

たな卸資産の増減額 （△は増

加額） 
  20,751 △8,007 △28,759 

仕入債務の減少額   △18,397 △61,280 △42,882 

未払消費税等の減少額   △66,375 △6,610 59,764 

未払費用の増加額   74,723 6,070 △68,652 

その他   115,838 28,029 △87,808 

小計   1,072,848 1,273,932 201,083 

利息及び配当金の受取額   18,966 15,560 △3,405 

利息の支払額   △114,037 △95,502 18,534 

賃貸による収入   371,396 349,196 △22,199 

賃貸による支出   △325,512 △312,492 13,019 

法人税等の支払額   △99,849 △98,333 1,516 

営業活動によるキャッシュ・フロー   923,811 1,132,360 208,548 
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前連結会計年度 

（自 平成 16 年１月１日 

至 平成16年 12月 31日）

当連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日）

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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   △2,205,308 △1,205,308 1,000,000 

定期預金の払戻による収入   1,306 1,000,000 998,693 

抵当証券の売却による収入   2,000,000 － △2,000,000 

有形固定資産の取得による支出   △707,644 △862,731 △155,086 

有形固定資産の売却による収入   40,576 369,742 329,166 

無形固定資産の取得による支出   △29,488 △102,047 △72,559 

投資有価証券の取得による支出   － △1,000,612 △1,000,612 

出資金の取得による支出   － △500,000 △500,000 

関係会社株式の売却による収入   55,313 － △55,313 

投資不動産の売却による収入   117,950 － △117,950 

敷金保証金の支払による支出   △157,996 △35,969 122,027 

敷金保証金の回収による収入   404,579 322,752 △81,827 

その他   5,254 △21,532 △26,786 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △475,458 △2,035,705 △1,560,247 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

長期借入金の返済による支出   △830,000 △830,000 － 

長期未払金の返済による支出   △30,208 △47,164 △16,956 

株式発行による収入   － 1,111,063 1,111,063 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △860,208 233,899 1,094,107 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△

は減少額） 
  △411,854 △669,446 △257,592 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   3,887,583 3,475,729 △411,854 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,475,729 2,806,282 △669,446 
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（訂正後）（訂正後）（訂正後）（訂正後）    

    

前連結会計年度 

（自 平成 16 年１月１日 

至 平成 16年 12月 31日）

当連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日）

比較増減 

区分 
注記

番号 
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         

税金等調整前当期純利益   5,011,972 673,554 △4,338,418 

減価償却費   803,243 712,359 △90,883 

減損損失   675,553 125,624 △549,928 

貸倒引当金の減少額   △26,317 △2,676 23,641 

賞与引当金の増加額   24,570 5,041 △19,529 

退職給付引当金の減少額   △5,772,517 △153,997 5,618,520 

役員退職慰労引当金の増加額   16,127 19,040 2,913 

受取利息及び配当金   △17,977 △15,908 2,068 

支払利息   113,317 95,188 △18,129 

賃貸収入   △369,956 △347,506 22,449 

賃貸費用   325,156 313,877 △11,279 

新株発行費   － 16,936 16,936 

持分法による投資損失   9,375 － △9,375 

固定資産売却益   － △31,954 △31,954 

保証金等返還益   △85,718 △142,319 △56,601 

固定資産売却損   47,947 － △47,947 

固定資産除却損   159,356 57,882 △101,473 

固定資産評価損   26,272 － △26,272 

前期損益修正損   43,292 － △43,292 

売上債権の増加額   △37,388 △9,410 27,978 

たな卸資産の増減額 （△は増

加額） 
  20,751 △8,007 △28,759 

仕入債務の減少額   △18,397 △61,280 △42,882 

未払消費税等の減少額   △66,375 △6,610 59,764 

未払費用の増加額   74,723 6,070 △68,652 

その他   115,838 28,029 △87,808 

小計   1,072,848 1,273,932 201,083 

利息及び配当金の受取額   18,966 15,560 △3,405 

利息の支払額   △114,037 △95,502 18,534 

賃貸による収入   371,396 349,196 △22,199 

賃貸による支出   △325,512 △312,492 13,019 

法人税等の支払額   △99,849 △98,333 1,516 

営業活動によるキャッシュ・フロー   923,811 1,132,360 208,548 
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前連結会計年度 

（自 平成 16 年１月１日 

至 平成16年 12月 31日）

当連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日）

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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   △2,205,308 △5,308 2,200,000 

定期預金の払戻による収入   1,306 1,000,000 998,693 

抵当証券の売却による収入   2,000,000 － △2,000,000 

有形固定資産の取得による支出   △707,644 △862,731 △155,086 

有形固定資産の売却による収入   40,576 369,742 329,166 

無形固定資産の取得による支出   △29,488 △102,047 △72,559 

投資有価証券の取得による支出   － △1,000,612 △1,000,612 

出資金の取得による支出   － △500,000 △500,000 

関係会社株式の売却による収入   55,313 － △55,313 

投資不動産の売却による収入   117,950 － △117,950 

敷金保証金の支払による支出   △157,996 △35,969 122,027 

敷金保証金の回収による収入   404,579 322,752 △81,827 

その他   5,254 △21,532 △26,786 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △475,458 △835,705 △360,247 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

長期借入金の返済による支出   △830,000 △830,000 － 

長期未払金の返済による支出   △30,208 △47,164 △16,956 

株式発行による収入   － 1,111,063 1,111,063 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △860,208 233,899 1,094,107 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△

は減少額） 
  △411,854 530,554 942,408 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   3,887,583 3,475,729 △411,854 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,475,729 4,006,282 530,553 
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注記事項 

（訂正前）（訂正前）（訂正前）（訂正前）    

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年１月１日 

至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 3,517,137 千円 

預入期間３ヶ月超の定期預金 △41,408 千円 

現金及び現金同等物 3,475,729 千円  

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 4,053,002 千円 

預入期間３ヶ月超の定期預金 △1,246,720千円 

現金及び現金同等物 2,806,282 千円  

（訂正後）（訂正後）（訂正後）（訂正後）    

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年１月１日 

至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 3,517,137 千円 

預入期間３ヶ月超の定期預金 △41,408 千円 

現金及び現金同等物 3,475,729 千円  

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 4,053,002 千円 

預入期間３ヶ月超の定期預金 △46,720 千円 

現金及び現金同等物 4,006,282 千円  

 

以上 


