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（訂正）「平成 18 年３月期決算短信（連結）」の一部訂正について 
 
当社が平成 18 年５月 19 日に開示いたしました「平成 18 年３月期決算短信（連結）」において、一部

記載に誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきますのでお知らせいたします。訂正箇

所は下線を付して表示しております。 
記 

訂正箇所 
 
１．平成 18 年３月期決算短信（連結） １ページ 

「１．平成 18 年３月期の連結業績（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日）」の「(３) 連結

キャッシュ・フローの状況」の表 
【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

18年３月期 666 △344 △961 361 

17年３月期 453 △2,426 1,948 981 

 
【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

18年３月期 666 △400 △910 361 

17年３月期 453 △2,426 1,948 981 

 
 
２．平成 18 年３月期決算短信（連結） ９ページ  

「３．経営成績及び財政状態」の「(２) 財政状態」「②キャッシュ・フローの状況」の「（投資活

動によるキャッシュ･フロー）」の記載及び「（財務活動によるキャッシュ･フロー）」の記載 
【訂正前】 

②キャッシュ・フローの状況 
 
（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344,774千円であり、前連結会計年度に比べ2,081,735千円の減少

となりました。これは投資有価証券の取得による支出 624,215 千円、有形固定資産取得による支出

468,596 千円等があったものの、投資有価証券の売却による収入 141,525 千円、同償還による収入

193,189 千円及び有形固定資産の売却による収入 391,785 千円等があった事によるものであります。 

 



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、使用した資金は961,473千円であり、前連結会計年度に比べ2,909,804千円の減少

となりました。これは主に長期借入金の返済による支出 1,141,429 千円によるものであります。 

 

【訂正後】 
②キャッシュ・フローの状況 
 
（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400,727千円であり、前連結会計年度に比べ2,025,782千円の減少

となりました。これは投資有価証券の取得による支出 624,215 千円、有形固定資産取得による支出

468,596 千円等があったものの、投資有価証券の売却による収入 141,525 千円、同償還による収入

193,189 千円及び有形固定資産の売却による収入 391,785 千円等があった事によるものであります。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は910,629千円であり、前連結会計年度に比べ2,858,961千円の減少

となりました。これは主に長期借入金の返済による支出 1,141,429 千円によるものであります。 



３．平成 18 年３月期決算短信（連結） 20 ページ  
「４．連結財務諸表等」の「④ 連結キャッシュ・フロー計算書」の表 

【訂正前】 

④連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３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     

長期性預金の預入による支出  △19,995 5,503 25,498 

長期性預金の払戻による収入  13,188 16,451 3,352 

投資有価証券の取得による支出  △467,005 △624,215 △157,209 

投資有価証券の売却による収入  32,746 141,525 108,779 

投資有価証券の償還による収入  50,042 193,189 143,146 

有形固定資産の取得による支出  △2,259,261 △468,596 1,790,664 

有形固定資産の売却による収入  149,856 391,785 241,929 

出資金の払込による支出  △123,424 △2,823 120,601 

出資金の払戻による収入  185,428 56,535 △128,893 

連結子会社の持分取得による支出  － △58,785 △58,785 

貸付けによる支出  － △100,000 △100,000 

貸付金の回収による収入  － 104,995 104,995

会員権売却による収入  12,000 － △12,000 

その他  △85 △428 △342 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,426,509 △344,774 2,081,735

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（△は減少）  △110,000 △118,885 △8,885

長期借入れによる収入  3,130,333 240,049 △2,890,283 

長期借入金の返済による支出  △1,636,795 △1,141,429 495,366 

社債の発行による収入  290,400 － △290,400 

社債の償還による支出  － △50,000 △50,000 

投資不動産売却による収入  － 49,041 49,041

配当金の支払額  △35,000 △43,750 △8,750 

株式の発行による収入  309,394 103,500 △205,894 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  1,948,331 △961,473 △2,909,804

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,904 20,246 26,150

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △30,890 △619,868 △588,978 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,012,136 981,245 △30,890 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  981,245 361,376 △619,868 

     

 



 

【訂正後】 
④連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３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     

長期性預金の預入による支出  △19,995 5,503 25,498 

長期性預金の払戻による収入  13,188 16,451 3,352 

投資有価証券の取得による支出  △467,005 △624,215 △157,209 

投資有価証券の売却による収入  32,746 141,525 108,779 

投資有価証券の償還による収入  50,042 193,189 143,146 

有形固定資産の取得による支出  △2,259,261 △468,596 1,790,664 

有形固定資産の売却による収入  149,856 391,785 241,929 

出資金の払込による支出  △123,424 △2,823 120,601 

出資金の払戻による収入  185,428 56,535 △128,893 

連結子会社の持分取得による支出  － △58,785 △58,785 

貸付けによる支出  － △100,000 △100,000 

投資不動産売却による収入  － 49,041 49,041

会員権売却による収入  12,000 － △12,000 

その他  △85 △428 △342 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,426,509 △400,727 2,025,782

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（△は減少）  △110,000 △19,000 91,000

長期借入れによる収入  3,130,333 240,049 △2,890,283 

長期借入金の返済による支出  △1,636,795 △1,141,429 495,366 

社債の発行による収入  290,400 － △290,400 

社債の償還による支出  － △50,000 △50,000 

配当金の支払額  △35,000 △43,750 △8,750 

株式の発行による収入  309,394 103,500 △205,894 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  1,948,331 △910,629 △2,858,961

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,904 25,356 31,260

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △30,890 △619,868 △588,978 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,012,136 981,245 △30,890 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  981,245 361,376 △619,868 

     

 
以上 


