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（訂正）平成 18年 6月期 決算短信(連結)の一部訂正について 

 
 

平成１８年８月２５日に発表いたしました「平成 18年 6月期 決算短信(連結)」に
一部誤りがございましたので、お詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正いたし

ます。 
 
 

記 
 
１．訂正理由 
平成１８年８月２５日に発表いたしました「平成 18年 6月期 決算短信(連結)」に
おけるキャッシュ・フローの計上区分に誤りがあり、平成１８年６月期の「営業活動

によるキャッシュ・フロー」１，３３１百万円を１，２２４百万円に訂正、「投資活動

におけるキャッシュ・フロー」△１，００８百万円を△９０１百万円に訂正いたしま

す。また、当該訂正にともない「連結キャッシュ・フロー計算書」の区分情報も訂正

いたします。 
なお、上記訂正による「現金及び現金同等物期末残高」の２，７０７百万円の変更

はございません。 
 
 
 
 
 
 
 



 
２．訂正箇所（訂正箇所は下線を付しております。） 

1）表紙の「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「投資活動におけるキャッ
シュ・フロー」 
 
（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 6 月期  1,331  △ 1,008  △ 513  2,707 

17 年 6 月期  1,492  △ 1,148  △ 326  2,774 
 

（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 6 月期  1,224  △ 901  △ 513  2,707 

17 年 6 月期  1,492  △ 1,148  △ 326  2,774 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2）１６ページの当連結会計年度「投資事業組合利益」および「小計」の金額 
（訂正前） 
⑤【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７月１日 
至 平成17年６月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

区分 
注記
番号

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  2,184,657 2,388,835 

減価償却費  87,616 68,014 

連結調整勘定償却  18,628 ― 

のれん償却  ― 69,209 

営業権償却  44,000 ― 

特許権償却  12,500 12,500 

出資金評価損  ― 65,000 

和解金  ― 30,000 

投資事業組合利益  △28,590   ―

投資有価証券評価損  2 ― 

貸倒引当金の増加額  12,318 205,028 

賞与引当金の増（減）額  △3,300 3,895 

退職給付引当金の増加額  13,849 51,330 

受取利息及び受取配当金  △23,977 △31,178 

支払利息  10,295 10,803 

固定資産除却損  3,446 529 

固定資産売却損益（純額）  1,057 ― 

たな卸資産除却損  83,359 5,952 

投資有価証券売却損益（純額）  △12,725 △328,104 

子会社株式売却益  △228,671 ― 

売上債権の増加額  △268,724 △4,436,825 

たな卸資産の増（減）額  24,145 △1,127 

その他流動資産の増（減）額  14,412 △10,984 

仕入債務の増加額  243,539 3,091,466 

未払金の増加額  44,750 114,056 

前受金の増加額  11,883 1,139,824 

その他流動負債の増（減）額  △243 178,367 

その他の固定負債の増(減)額  △26,260 ― 

役員賞与の支払額  △59,000 △52,000 

    その他  ― △25,365 

小計  2,158,967 2,549,227 



 
（訂正後） 
⑤【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７月１日 
至 平成17年６月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

区分 
注記
番号

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  2,184,657 2,388,835 

減価償却費  87,616 68,014 

連結調整勘定償却  18,628 ― 

のれん償却  ― 69,209 

営業権償却  44,000 ― 

特許権償却  12,500 12,500 

出資金評価損  ― 65,000 

和解金  ― 30,000 

投資事業組合利益  △28,590 △106,123

投資有価証券評価損  2 ― 

貸倒引当金の増加額  12,318 205,028 

賞与引当金の増（減）額  △3,300 3,895 

退職給付引当金の増加額  13,849 51,330 

受取利息及び受取配当金  △23,977 △31,178 

支払利息  10,295 10,803 

固定資産除却損  3,446 529 

固定資産売却損益（純額）  1,057 ― 

たな卸資産除却損  83,359 5,952 

投資有価証券売却損益（純額）  △12,725 △328,104 

子会社株式売却益  △228,671 ― 

売上債権の増加額  △268,724 △4,436,825 

たな卸資産の増（減）額  24,145 △1,127 

その他流動資産の増（減）額  14,412 △10,984 

仕入債務の増加額  243,539 3,091,466 

未払金の増加額  44,750 114,056 

前受金の増加額  11,883 1,139,824 

その他流動負債の増（減）額  △243 178,367 

その他の固定負債の増(減)額  △26,260 ― 

役員賞与の支払額  △59,000 △52,000 

    その他  ― △25,365 

小計  2,158,967 2,443,103 



 3）１７ページの当連結会計年度「営業活動によるキャッシュ・フロー」「投資有価
証券の取得による支出」および「投資活動によるキャッシュ・フロー」の金額 

（訂正前） 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額  22,004 23,262 

利息の支払額  △10,257 △10,803 

法人税等の支払額  △677,751 △1,230,658 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,492,964 1,331,027

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  △16,009 △6,244 

定期預金の払戻による収入  20,605 16,009 

投資有価証券の取得による支出  △2,804,009 △2,070,593

投資有価証券の売却による収入  212,815 1,614,816 

子会社株式の売却による収入  1,564,202 ― 

関係会社株式取得による支出  ― △134,032 

非連結子会社設立による支出  ― △20,000 

有形固定資産の取得による支出  △9,226 △27,620 

無形固定資産の取得による支出  ― △9,483 

有形固定資産の売却による収入  600 303 

貸付金の貸付による支出  △152,622 △80,481 

貸付金の返済による収入  62,649 2,389 

その他投資の増加額  △27,012 △293,076 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,148,006 △1,008,013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（訂正後） 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額  22,004 23,262 

利息の支払額  △10,257 △10,803 

法人税等の支払額  △677,751 △1,230,658 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,492,964 1,224,904

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  △16,009 △6,244 

定期預金の払戻による収入  20,605 16,009 

投資有価証券の取得による支出  △2,804,009 △1,964,469

投資有価証券の売却による収入  212,815 1,614,816 

子会社株式の売却による収入  1,564,202 ― 

関係会社株式取得による支出  ― △134,032 

非連結子会社設立による支出  ― △20,000 

有形固定資産の取得による支出  △9,226 △27,620 

無形固定資産の取得による支出  ― △9,483 

有形固定資産の売却による収入  600 303 

貸付金の貸付による支出  △152,622 △80,481 

貸付金の返済による収入  62,649 2,389 

その他投資の増加額  △27,012 △293,076 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,148,006 △901,889 
 

          
以上 

  


