
 
平成 19 年１月 16 日 

各    位 

                             会 社 名  日東製網株式会社 

                              代表社名  取締役社長 小林嗣宜 

                               （コード番号 3524  東証第一部） 

問合せ先 取締役総務部長 三島浩明 

    （ＴＥＬ０８４－９５３－１２３４） 

 

 

（訂正）「平成１９年４月期 中間決算短信（連結）」の一部訂正について 

 

平成 18 年 12 月 15 日に発表いたしました「平成１９年４月期 中間決算短信(連結）」について、一部記載

の誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 
記 

１．訂正理由 

 訂正の主たる要因は、単純な記載誤り及び連結キャッシュ・フロ－計算書の仕訳の計上誤り等によるもので

す。 

 
２．訂正箇所 
 「平成１９年４月期 中間決算短信(連結）」 

 

（１ペ－ジ） 

1. 19 年４月中間期の連結業績（平成 18 年５月 1日～平成 18 年 10 月 31 日） 

（2）連結財政状態  

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年 10 月中間期  15,241  1,799  11.5    81.71 

17 年 10 月中間期  16,063  3,066  19.1  139.24 

18 年４月期  15,995  2,731  17.1  124.03 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年 10 月中間期  15,241  1,799  11.5    79.74 

17 年 10 月中間期  16,063  3,066  19.1  139.24 

18 年４月期  15,995  2,731  17.1  124.03 
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（3）連結キャッシュ・フロ－の状況 

【訂正前】 

 営業活動による 

キャッシュ・フロ－ 

投資活動による 

キャッシュ・フロ－

財務活動による 

キャッシュ・フロ－ 

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 10 月中間期   93  △418  428  365 

17 年 10 月中間期 △338  △399  700  213 

18 年４月期  △82  △597  644  242 

【訂正後】 

 営業活動による 

キャッシュ・フロ－ 

投資活動による 

キャッシュ・フロ－

財務活動による 

キャッシュ・フロ－ 

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 10 月中間期  △99  △224  428  365 

17 年 10 月中間期 △338  △399  700  213 

18 年４月期  △82  △597  644  242 

 

（５～６ページ） 

３．経営成績及び財政状態  

 (2) 財政状態  

   キャッシュ・フローの概況 

【訂正前】 

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物につきましては、営業活動により９３百万円増加し、投資活動により４

１８百万円減少し、財務活動により４２８百万円増加した結果、当中間連結会計期間末残高は３６５百万円となり、

前中間連結会計期間末残高と比べ１５１百万円の増加となりました。 

     （単位 百万円） 

 前中間連結会計期

間 

当中間連結会計期

間 
前連結会計年度 

前中間連結会計期

間比増減額 

営業活動によるキャッシュ・フロー △338 93 △82 431

投資活動によるキャッシュ・フロー △399 △418 △597 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー 700 428 644 △271

現金及び現金同等物の期末残高 213 365 242 151

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金は、税金等調整前当期純損失８９５百万円となり、加えて仕入債務３１５百万円の減少等あり

ましたが、貸倒引当金８６７百万円の増加、売上債権２８２百万円の減少、減価償却費１７４百万円の計上等あり、

９３百万円となりました。 

 この結果、営業キャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べ４３１百万円の増加となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金は、貸付金の実行による支出２５１百万円、有形固定資産の取得による支出１０１百万円、定

期預金の預け入れによる支出等により△４１８百万円となりました。 

 この結果、投資キャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べ１８百万円の減少となりました。 
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【訂正後】 

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物につきましては、営業活動により９９百万円減少し、投資活動により２

２４百万円減少し、財務活動により４２８百万円増加した結果、当中間連結会計期間末残高は３６５百万円となり、

前中間連結会計期間末残高と比べ１５１百万円の増加となりました。 

     （単位 百万円） 

 前中間連結会計期

間 

当中間連結会計期

間 
前連結会計年度 

前中間連結会計期

間比増減額 

営業活動によるキャッシュ・フロー △338 △99 △82 238

投資活動によるキャッシュ・フロー △399 △224 △597 175

財務活動によるキャッシュ・フロー 700 428 644 △271

現金及び現金同等物の期末残高 213 365 242 151

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金は、税金等調整前当期純損失８９５百万円となり、加えて仕入債務３１５百万円の減少等あり

ましたが、貸倒引当金８６７百万円の増加、売上債権２８２百万円の減少、減価償却費１７４百万円の計上等あり、

△９９百万円となりました。 

 この結果、営業キャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べ２３８百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金は、貸付金の実行による支出５８百万円、有形固定資産の取得による支出１０１百万円、定期

預金の預け入れによる支出等により△２２４百万円となりました。 

 この結果、投資キャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べ１７５百万円の増加となりました。 

 

（14～15 ページ） 

⑤中間連結キャッシュ・フロ－計算書 

【訂正前】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

省略 

その他  14,249 144,993 197,014

小計  △208,012 298,858 164,619

利息及び配当金の受取額  24,750 24,245 47,836

利息及び手形売却による 
支払額 

 △148,044 △163,126 △274,092

法人税等の支払額  △7,034 △66,381 △20,564

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △338,340 93,596 △82,201
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

省略 

貸付による支出  △10,094 △251,951 △29,005

貸付金の回収による収入  2,742 28,751 17,302

定期預金の預入による支出  ― △78,449 ―

その他  △22,683 △35,319 △25,788

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △399,981 △418,301 △597,532

省略 

 

【訂正後】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

省略 

その他  14,249 △48,506 259,283

小計  △208,012 105,358 164,619

利息及び配当金の受取額  24,750 24,245 47,836

利息及び手形売却による 
支払額 

 △148,044 △163,126 △274,092

法人税等の支払額  △7,034 △66,381 △20,564

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △338,340 △99,903 △82,201

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

省略 

貸付による支出  △10,094 △58,451 △29,005

貸付金の回収による収入  2,742 28,751 17,302

定期預金の預入による支出  ― △78,449 ―

その他  △22,683 △35,319 △34,073

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △399,981 △224,801 △597,532

省略 
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（36 ページ） 
1 株当たり情報 

【訂正前】 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１株当たり純資産額 139.24円
 

１株当たり純資産額 81.71円
 

１株当たり純資産額 124.03円
 

１株当たり中間純利益 4.57円
 

１株当たり中間純損失 42.38円
 

１株当たり当期純損失 10.47円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純損失については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純損失は、潜在株式がないため

記載しておりません。 

 
【訂正後】 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１株当たり純資産額 139.24円
 

１株当たり純資産額 79.74円
 

１株当たり純資産額 124.03円
 

１株当たり中間純利益 4.57円
 

１株当たり中間純損失 42.38円
 

１株当たり当期純損失 10.47円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純損失については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純損失は、潜在株式がないため

記載しておりません。 

 
 

                                            以上 
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