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（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 18年 12 月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結）」の一部訂正について 
 

 

平成 18 年 11 月 14 日付で発表いたしました「平成 18 年 12 月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結）」

の記載内容に一部訂正がございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

[訂正理由] 

預入期間３ヶ月未満の定期預金について、「現金及び現金同等物」として記載すべきところを定期預金とし

て記載したため。 

 

[訂正箇所]（訂正箇所には下線を付しております） 

 

１．表紙 平成 18 年 12 月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） ２．（２）財政状態 

[訂正前] 

【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 

 千円 千円 千円 千円

18 年 12 月期第３四半期 784,057 △1,869,897 1,012,545 656,247

17 年 12 月期第３四半期  －  －  －  － 

(参考)17 年 12 月期 360,934 △148,345 △411,475 729,541

 

 

[訂正後] 

【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 

 千円 千円 千円 千円

18 年 12 月期第３四半期 784,057 △269,897 1,012,545 2,256,247

17 年 12 月期第３四半期  －  －  －  － 

(参考)17 年 12 月期 360,934 △148,345 △411,475 729,541
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２．４ページ ２.財政状態 
[訂正前] 

（単位：千円） 
 

 平成 17 年 12 月期

前第３四半期 

会計期間 

平成 18 年 12 月期

当第３四半期 

会計期間 

増減額 平成 17 年 12 月期

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,822 784,057 703,235 360,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,339 △1,869,897 △1,758,557 △148,345

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,475 1,012,545 1,174,020 △411,475

現金及び現金同等物の第３四半期期末 

（期末）残高 
736,525 656,247 △80,278 729,541

   当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は656百万円と前第３四半期会計期間と比べ80百万 

   円の減となりました。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における営業活動では、税引前第３四半期純利益が前第３四半期会計期間に比べ 466 百万円

増加しました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは前第３四半期会計期間と比べて 703 百万円の増とな

りました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期会計期間における投資活動では、普通預金から1,627百万円を定期預金に振り替えました。また、 

  拠点の開設・移転に伴う敷金・保証金の支出がありましたので、投資活動によるキャッシュ・フローは前第３四半 

 期会計期間と比べて1,758百万円の減となりました。 
 

[訂正後] 
 

（単位：千円） 

 平成 17 年 12 月期

前第３四半期 

会計期間 

平成 18 年 12 月期

当第３四半期 

会計期間 

増減額 平成 17 年 12 月期

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,822 784,057 703,235 360,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,339 △269,897 △158,557 △148,345

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,475 1,012,545 1,174,020 △411,475

現金及び現金同等物の第３四半期期末 

（期末）残高 
2,256,247 1,519,721736,525 729,541

 

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は2,256百万円と前第３四半期会計期間と比べ1,519百

万円の増となりました。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における営業活動では、税引前第３四半期純利益が前第３四半期会計期間に比べ 466 百万円

増加しました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは前第３四半期会計期間と比べて 703 百万円の増とな

りました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期会計期間における投資活動では、普通預金から27百万円を定期預金に振り替えました。また、拠点の

開設・移転に伴う敷金・保証金の支出がありましたので、投資活動によるキャッシュ・フローは前第３四半期会計期

間と比べて158百万円の減となりました。 
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３．12 ページ (４)第３四半期キャッシュ・フロー計算書 
[訂正前] 
 

  

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約 

（自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
   

定期預金の預入れによ

る支出 
 △1,627,039 △36,040 

有形固定資産の取得 

による支出 
 △33,622 △103,874 

無形固定資産の取得 

による支出 
 △5,256 △58,715 

その他投資の取得によ

る支出 
 △206,501 △24,484 

その他投資の回収によ

る収入 
 2,522 74,770 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △1,869,897 △148,345 

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  - △450,000 

株式の発行による収入  1,055,000 66,600 

配当金の支払額  △42,455 △28,075 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,012,545 △411,475 

 

[訂正後] 
 

  

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約 

（自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
   

定期預金の預入れによ

る支出 
 △27,039 △36,040 

有形固定資産の取得 

による支出 
 △33,622 △103,874 

無形固定資産の取得 

による支出 
 △5,256 △58,715 

その他投資の取得によ

る支出 
 △206,501 △24,484 

その他投資の回収によ

る収入 
 2,522 74,770 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △269,897 △148,345 

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  - △450,000 

株式の発行による収入  1,055,000 66,600 

配当金の支払額  △42,455 △28,075 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,012,545 △411,475 
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３．13 ページ (４)第３四半期キャッシュ・フロー計算書 
[訂正前] 
 

  

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係

る換算差額 
 - △230 

Ⅴ 現金及び現金同等物の  

減少額
 △73,294 △199,115 

Ⅵ 現金及び現金同等物の  

期首残高 
 729,541 928,657 

Ⅶ 現金及び現金同等物の  
   第３四半期期末（期末）  
  残高 

※ 656,247 729,541 

    
 

[訂正後] 
 

  

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係

る換算差額 
 - △230 

Ⅴ 現金及び現金同等物の  

増減額（減少額：△）
 1,526,705 △199,115 

Ⅵ 現金及び現金同等物の  

期首残高 
 729,541 928,657 

Ⅶ 現金及び現金同等物の  
   第３四半期期末（期末）  
  残高 

※ 2,256,247 729,541 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．17 ページ（第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
[訂正前] 

（第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

当第３四半期会計期間 前事業年度 

（自 平成17年１月１日 （自 平成18年１月１日 

    至 平成18年９月30日）   至 平成17年12月31日） 

※現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３四半期貸借 

  対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて 

  いる科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定                   2,494,508                 

預入期間が３ヶ月を超える定期             

（千円）

現金及び預金勘定                    940,763                

預入期間が３ヶ月を超える定期           

預金                            △1,838,261 預金                          △211,221

現金及び現金同等物                   656,247 現金及び現金同等物                  729,541

  

 

[訂正後] 

（第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

前事業年度 

    至 平成18年９月30日） 

（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第３四半期末残高と第３四半期貸借 

  対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて 

  いる科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定                    2,494,508                現金及び預金勘定                    940,763                

預入期間が３ヶ月を超える定期             預入期間が３ヶ月を超える定期           
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    以上 

預金                               △238,261 預金                          △211,221

現金及び現金同等物                  2,256,247 現金及び現金同等物                  729,541

  


