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平成 18 年 6 月 ９日 

各     位 

会 社 名 株式会社 セントラルユニ 

代表者名  代表取締役社長   西坂 崇 
（JASDAQ･コード番号 7706） 

問合せ先  執行役員管理本部長 細川 賢治 
電  話   03－3556－1331    
  

「平成 18 年 3 月期 決算短信（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

  平成 18 年 5 月 26 日付「平成 18 年 3 月期決算短信（連結）」に一部訂正がありましたので、下記の

とおりお知らせいたします。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〕 
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 月~平成 18 年 3 月 31 日）」 

 【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 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円
220   
190   

百万円
△55 

△768   

百万円 
△438    
△142    

百万円
3,472      

  3,746     

 

【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 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円
220   
190   

百万円
144 

△768   

百万円 
△438    
△142    

百万円
3,672 
3,746   
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２． 平成 18 年 3 月期決算短信（連結） ６ページ 
「（２）経営成績及び財政状態」「②財政状態」「 ⅱ.当連結会計期間におけるキャッシュ・フロー 

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

ⅱ.当連結会計期間におけるキャッシュ・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（以下「資金」という）は、前連結会計年度に 
比べ 274 百万円減少し、当連結会計年度末には、3,472 百万円となりました。 

 

     当連結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とおりであります。 

 

   （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、220 百万円（前年同期比 29 百万円増）となりました。 

     その主な理由は、税金等調整前当期純損失 733 百万円の計上、たな卸資産の増加 187 百万円、法 

人税の支払額 156 百万円等の減少要因もありましたが、仕入債務の増加 340 百万円、減価償却費 

283 百万円、製品自主回収引当金の計上 225 百万円、前受金の増加 179 百万円及び売上債権の減 

少 163 百万円等により資金が増加し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） 

      投資活動の結果減少した資金は、55 百万円（前年同期比 713 百万円増）となりました。 

     その主な理由は、定期預金の払い戻しによる収入 556 百万円、投資有価証券売却による収入 153 

百万円等の資金の増加要因もありましたが、定期預金の預入による支出 524 百万円、固定資産取 

得による支出 264 百万円等により資金が減少したことによるものであります。 

 
【訂正後】 

ⅱ.当連結会計期間におけるキャッシュ・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（以下「資金」という）は、前連結会計年度に 
比べ 74百万円減少し、当連結会計年度末には、3,672 百万円となりました。 

      

     当連結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とおりであります。 

       

   （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、220 百万円（前年同期比 29 百万円増）となりました。 

     その主な理由は、税金等調整前当期純損失 733 百万円の計上、たな卸資産の増加 187 百万円、法 

人税の支払額 156 百万円等の減少要因もありましたが、仕入債務の増加 340 百万円、減価償却費 

283 百万円、製品自主回収引当金の計上 225 百万円、前受金の増加 179 百万円及び売上債権の減少 

163 百万円等により資金が増加し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） 
投資活動の結果得られた資金は、144 百万円（前年同期比 913 百万円増）となりました。 

       その主な理由は、定期預金の預入による支出 324 百万円、固定資産取得による支出 264 百万円等 

の資金の減少要因もありましたが、定期預金の払い戻しによる収入 556 百万円、投資有価証券売却 

による収入 153 百万円等により資金が増加したことによるものであります。 
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【訂正前】 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 （自 平成 17 年４月１日     

至 平成 17 年３月 31 日）   至 平成 18 年３月 31 日）

対前年比 

注記 増減 
区分 

番号
金額（千円） 金額（千円） 

（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   △643,067 △524,100

定期預金の払戻による収入   39,960 556,607

有形固定資産の取得による支出   △47,305 △144,969

無形固定資産の取得による支出   △46,515 △119,207

投資有価証券の取得による支出   △83,194 －

投資有価証券売却による収入   － 153,582

その他   11,281 22,554

投資活動によるキャッシュ・フロー   △768,841 △55,532 713,308

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：△）   79,560 △87,845

長期借入金の返済による支出   △80,000 △80,000

社債の発行による収入   250,000 －

社債の償還による支出   △75,000 △125,000

自己株式の取得による支出   △121,784 △9,540

少数株主への配当金の支払額   △5,455 △14,028

配当金の支払額   △186,553 △122,455

少数株主の増資引受による払込額   5,068 －

その他   △8,387 －

財務活動によるキャッシュ・フロー   △142,552 △438,869 △296,317

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算 

差額 
  3,688 △179 △3,867

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

（減少：△） 
  △717,009 △274,025 442,984

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   4,463,415 3,746,406 △717,009

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  ※ 3,746,406 3,472,380 △274,025
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【訂正後】 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 （自 平成 17 年４月１日     

至 平成 17 年３月 31 日）   至 平成 18 年３月 31 日）

対前年比 

注記 増減 
区分 

番号
金額（千円） 金額（千円） 

（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   △643,067 △324,100

定期預金の払戻による収入   39,960 556,607

有形固定資産の取得による支出   △47,305 △144,969

無形固定資産の取得による支出   △46,515 △119,207

投資有価証券の取得による支出   △83,194 －

投資有価証券の売却による収入   － 153,582

その他   11,281 22,554

投資活動によるキャッシュ・フロー   △768,841 144,467 913,308

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：△）   79,560 △87,845

長期借入金の返済による支出   △80,000 △80,000

社債の発行による収入   250,000 －

社債の償還による支出   △75,000 △125,000

自己株式の取得による支出   △121,784 △9,540

少数株主への配当金の支払額   △5,455 △14,028

配当金の支払額   △186,553 △122,455

少数株主の増資引受による払込額   5,068 －

その他   △8,387 －

財務活動によるキャッシュ・フロー   △142,552 △438,869 △296,317

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算 

差額 
  3,688 △179 △3,867

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

（減少：△） 
  △717,009 △74,025 642,984

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   4,463,415 3,746,406 △717,009

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  ※ 3,746,406 3,672,380 △74,025
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【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 当連結会計年度  

（自 平成 16 年４月 １日 （自 平成 17 年４月 １日  

至 平成 17 年３月 31 日） 至 平成 18 年３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 
 

  千円   千円  

現金及び預金勘定 4,087,362  現金及び預金勘定 3,996,480   

有価証券勘定 12,672  有価証券勘定 －   

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 

△353,627  預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 

△524,100  
 

現金及び現金同等物 3,746,406  現金及び現金同等物 3,472,380   

 
【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 当連結会計年度  
（自 平成 16 年４月 １日 （自 平成 17 年４月 １日  
至 平成 17 年３月 31 日） 至 平成 18 年３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 
 

  千円   千円  
現金及び預金勘定 4,087,362  現金及び預金勘定 3,996,480   
有価証券勘定 12,672  有価証券勘定 －   
預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 

△353,627  預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 

△324,100  
 

現金及び現金同等物 3,746,406  現金及び現金同等物 3,672,380   
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【訂正前】 

① リース取引 

項目 

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） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額 

 リース物件の所有

権が借主に移転する

と認められるもの以

外のファイナンス・リ

ース取引 

 

 

取 得 価 額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

期末残高 

相当額 

（千円）

工具器具及び

備品 
269,445 112,879 156,566

その他（車両

運搬具） 
49,856 31,093 18,762

合計 319,301 143,973 175,328

 

 

取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

期末残高 

相当額 

（千円） 

工具器具及び

備品 
227,922 102,666 125,256

その他（車両

運搬具） 
57,937 28,904 29,032

合計 285,859 131,570 154,289

  （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

同左 

  ２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

  

 

１年内 63,145 千円 

１年超 112,182 千円 

合計 175,328 千円 

 

１年内 56,974 千円

１年超 97,314 千円

合計 154,289 千円

  （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

同左 

  ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料 70,039 千円 

減価償却費相当額 70,039 千円 
 

支払リース料 73,811 千円

減価償却費相当額 73,811 千円
 

  ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とす

る定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

        同左    

 

（減損損失について）   

リース資産に配分された減損損失はありません。
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【訂正後】 
① リース取引 

項目 

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） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額 

 リース物件の所有

権が借主に移転する

と認められるもの以

外のファイナンス・リ

ース取引 

 

 

取 得 価 額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

期末残高 

相当額 

（千円）

工具器具及び

備品 
269,445 112,879 156,566

その他（車両

運搬具） 
49,856 31,093 18,762

合計 319,301 143,973 175,328

 

 

取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

期末残高 

相当額 

（千円） 

工具器具及び

備品 
227,922 102,666 125,256

その他（車両

運搬具） 
35,133 20,497 14,635

合計 263,056 123,163 139,892

  （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

同左 

  ２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

  

 

１年内 63,145 千円 

１年超 112,182 千円 

合計 175,328 千円 

 

１年内 50,325 千円

１年超 89,566 千円

合計 139,892 千円

  （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

同左 

  ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料 70,039 千円 

減価償却費相当額 70,039 千円 
 

支払リース料 67,672 千円

減価償却費相当額 67,672 千円
 

  ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とす

る定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

        同左    

 

（減損損失について）   

リース資産に配分された減損損失はありません。



 - 8 - 

６． 平成 18 年 3 月期決算短信（連結） 25 ページ 

 ②有価証券  

当連結会計年度（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

【訂正前】 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券             

非上場株式 136,322

 
【訂正後】 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券             

非上場株式 137,322

 
以 上 


