
 
 

平成 18 年６月 14 日 

各   位 

 

会 社 名 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 加 藤  篤 次

       (ＪＡＳＤＡＱ ４３３９)

問合せ先 執行役員 経営企画室長 高 田  真

電話番号      （０５２）９７２－０８０７

 

 

 

(訂正) 平成 18 年 3 月期決算短信(連結)の一部訂正について 

 

  平成 18 年 5 月 18 日に開示いたしました、平成 18 年 3 月期決算短信(連結)について、一部誤りがありま

したので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

訂正箇所は下線で表示しております。 

 
訂正① (1 ページ) 

 
(訂正前) 
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） 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  
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 

        2,040 

1,919 

百万円

       △3,872

△503

百万円

        1,538 

96 

百万円

        2,105

2,399

 
 
(訂正後) 
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） 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  
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 

        1,814 

1,919 

百万円

△3,647

△503

百万円

                1,538 

96 

百万円

                2,105

2,399

 
 



 
 
訂正② (7 ページ) 

 
(訂正前) 

３．経営成績および財政状態 
（3）財政状態 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 2,040,499 千円となりました。 

これは主に、固定資産の減価償却費の内部留保及び当期純利益の計上によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 3,872,932 千円となりました。 

これは主に、伝送路等の有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は 1,538,521 千円となりました。 

これは主に、借入金の増加によるものであります。 

 

(訂正後) 

３．経営成績および財政状態 
（3）財政状態 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 1,814,910 千円となりました。 

これは主に、固定資産の減価償却費の内部留保及び当期純利益の計上によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 3,647,343 千円となりました。 

これは主に、伝送路等の有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は 1,538,521 千円となりました。 

これは主に、借入金の増加によるものであります。 

 



 
訂正③ (13・14 ページ) 

 
(訂正前) 
５．連結財務諸表等 

（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） 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（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 
  925,499 482,217 △443,282

減価償却費   1,360,364 1,431,052 70,688

貸倒引当金の増減額（減

少：△） 
  △1,034 7,393 8,428

賞与引当金の増減額（減

少：△） 
  8,132 3,184 △4,947

退職給付引当金の増減

額（減少：△） 
  4,308 1,255 △3,053

役員退職慰労引当金の

増減額（減少:△） 
  △65,540 14,870 80,410

受取利息及び受取配当

金 
  △4,605 △2,425 2,179

支払利息   91,197 75,430 △15,767

社債発行費   14,026 13,000 △1,026

新株発行費    ― 3,020 3,020

固定資産除却損   294,265 361,739 67,474

売上債権の増減額（増

加：△） 
  △141,873 △294,539 △152,665

仕入債務の増減額（減

少：△） 
  △16,505 156,539 173,045

前受金の増減額（減少：

△） 
  △15,062 204,479 219,541

その他（純額）   △14,141 63,694 77,836

小計   2,439,031 2,520,911 81,880

利息及び配当金の受取

額 
  3,277 3,754 476

利息の支払額   △91,151 △73,674 17,477

法人税等の支払額   △431,756 △410,491 21,265

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
  1,919,400 2,040,499 121,099

 



 

    

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）

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・

フロー 
       

有形固定資産の取得による

支出 
  △543,254 △3,837,710 △3,294,455

有形固定資産の売却による

収入 
  113,428 ― △113,428

無形固定資産の取得による

支出 
  △47,579 △112,039 △64,459

長期前払費用の取得による

支出 
  △19,900 △11,272 8,628

投資有価証券の取得による

支出 
  △279 ― 279

投資有価証券の償還による

収入 
  ― 50,000 50,000

その他（純額）   △5,548 38,090 43,638

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
  △503,134 △3,872,932 △3,369,798

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(純

減：△) 
  100,000 300,000 200,000

長期借入による収入   300,000 2,350,000 2,050,000

長期借入金の返済による支

出 
  △1,099,540 △1,252,250 △152,710

リース債務の返済による支

出 
  △60,448 △180,011 △119,563

社債の発行による収入   985,973 487,000 △498,973

社債の償還による支出   △60,000 △60,000 ― 

配当金の支払額   △69,686 △103,114 △33,428

株式の発行による支出    ― △3,020 △3,020

自己株式の取得による支出   △1 △81 △79

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
  96,296 1,538,521 1,442,224

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額

（減少：△） 
  1,512,563 △293,911 △1,806,474

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高   887,148 2,399,712 1,512,563

2,399,712 2,105,801 △293,911
Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 ＊１ 

  



 
(訂正後) 
５．連結財務諸表等 

（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） 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（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 
  925,499 482,217 △443,282

減価償却費   1,360,364 1,431,052 70,688

貸倒引当金の増減額（減

少：△） 
  △1,034 7,393 8,428

賞与引当金の増減額（減

少：△） 
  8,132 3,184 △4,947

退職給付引当金の増減

額（減少：△） 
  4,308 1,255 △3,053

役員退職慰労引当金の

増減額（減少:△） 
  △65,540 14,870 80,410

受取利息及び受取配当

金 
  △4,605 △2,425 2,179

支払利息   91,197 75,430 △15,767

社債発行費   14,026 13,000 △1,026

新株発行費    ― 3,020 3,020

固定資産除却損   294,265 361,739 67,474

売上債権の増減額（増

加：△） 
  △141,873 △294,539 △152,665

仕入債務の増減額（減

少：△） 
  △16,505 156,539 173,045

前受金の増減額（減少：

△） 
  △15,062 △21,110 △6,048

未払金の増減額（減少：

△） 
 ― 182,594 182,594

その他（純額）   △14,141 △136,038 △121,896

小計   2,439,031 2,278,184 △160,846

利息及び配当金の受取

額 
  3,277 3,754 476

利息の支払額   △91,151 △73,674 17,477

法人税等の支払額   △431,756 △393,353 38,403

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
  1,919,400 1,814,910 △104,490

 



    

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）

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
       

有形固定資産の取得による

支出 
  △543,254 △3,837,710 △3,294,455

有形固定資産の売却による

収入 
  113,428 225,589 112,160

無形固定資産の取得による

支出 
  △47,579 △112,039 △64,459

長期前払費用の取得による

支出 
  △19,900 △11,272 8,628

投資有価証券の取得による

支出 
  △279 ― 279

投資有価証券の償還による

収入 
  ― 50,000 50,000

その他（純額）   △5,548 38,090 43,638

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  △503,134 △3,647,343 △3,144,209

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(純

減：△) 
  100,000 300,000 200,000

長期借入による収入   300,000 2,350,000 2,050,000

長期借入金の返済による支

出 
  △1,099,540 △1,252,250 △152,710

リース債務の返済による支

出 
  △60,448 △180,011 △119,563

社債の発行による収入   985,973 487,000 △498,973

社債の償還による支出   △60,000 △60,000 ― 

配当金の支払額   △69,686 △103,114 △33,428

株式の発行による支出    ― △3,020 △3,020

自己株式の取得による支出   △1 △81 △79

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  96,296 1,538,521 1,442,224

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額

（減少：△） 
  1,512,563 △293,911 △1,806,474

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高   887,148 2,399,712 1,512,563

2,399,712 2,105,801 △293,911
Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 ＊１ 

   

以上 


