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                     平成 19年 3月 7日 

各 位 
 

会 社 名   株 式 会 社  倉 元 製 作 所 
代 表 者 名  代表取締役社長 鈴 木  聡 

                        （ＪＡＳＤＡＱ・コード５２１６） 
           問 合 せ 先 

                         役職・氏名   取締役経理部長 関 根 紀 幸  
電    話   0228‐32‐5111 

 
 
（訂正）平成 18年 12月期 決算短信（連結・個別）の一部訂正について 

 
 
平成 19年 2月 28日に公表いたしました「平成 18年 12月期 決算短信（連結・個別）」に一部訂正があ

りましたので、下記のとおりお知らせします。なお、訂正箇所に下線を付しております。 
 

記 
 
（1ページ） 
１．平成 18年 12月期の連結業績 
(1)連結経営成績 
（訂正前） 

 当期純利益 1 株当たり当期純利益
潜在株式調整後 1株当

たり当期純利益 

自己資本

当期 

純利益率 

総資産経

常利益率

売上高経

常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 △4,123 (－) △448 36 － － △71.2 △0.8 △0.8

17 年 12 月期 △2,222 (－) △253 97 － － △23.1 △3.0 △3.6

 

（訂正後） 

 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

 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 12 月期 1,322 △5,417 2,493 2,257

17 年 12 月期 838 △1,754 2,421 3,858

（訂正後） 

 

 当期純利益 1 株当たり当期純利益
潜在株式調整後 1株当

たり当期純利益 

自己資本

当期 

純利益率 

総資産経

常利益率

売上高経

常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 △4,123 (－) △448 36 － － △53.6 △0.8 △0.8

17 年 12 月期 △2,222 (－) △253 97 － － △21.2 △3.0 △3.6

 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 12 月期 1,272 △5,314 2,493 2,309

17 年 12 月期 838 △1,754 2,421 3,858
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（7ページ） 

３．経営成績及び財政状況 

(2）財政状態 

② 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

 当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、期首残高に比べ 16 億 1百万円減少し、当連結会計期間末には 22 億

57 百万円となりました。 

[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 13 億 22 百万円（前年同期比 57.7％増）となりました。 

これは主に減価償却費の増加及び仕入債務の増加の一方で、たな卸資産が増加したことによるものです。 

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

 投資活動の結果使用した資金は 54 億 17 百万円（前年同期比 208.7％増）となりました。 

これは主に有形固定資産の取得と関係会社への投融資によるものです。 

－省略－ 

（訂正後） 

 当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、期首残高に比べ 15 億 49 百万円減少し、当連結会計期間末には 23 億

9 百万円となりました。 

[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 12 億 72 百万円（前年同期比 51.7％増）となりました。 

これは主に減価償却費の増加及び仕入債務の増加の一方で、たな卸資産が増加したことによるものです。 

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

 投資活動の結果使用した資金は 53 億 14 百万円（前年同期比 202.9％増）となりました。 

これは主に有形固定資産の取得と関係会社への投融資によるものです。 

－省略－ 

 

③ 連結キャッシュ・フロー指標のトレンド 

（訂正前） 

 平成 15 年 12 月期 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期

自己資本比率(％) 33.0 32.9 25.5 16.0

時価ベースの自己資本比率(％) 35.1 17.8 18.0 10.6

債務償還年数(年) 9.3 7.0 18.1 15.8

インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍) 7.3 16.0 5.5 5.0

（訂正後） 

 平成 15 年 12 月期 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期

自己資本比率(％) 33.0 32.9 25.5 16.0

時価ベースの自己資本比率(％) 35.1 17.8 18.0 10.6

債務償還年数(年) 9.3 7.0 18.1 16.4

インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍) 7.3 16.0 5.5 4.9
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（16～19 ページ） 

４．連結財務諸表等 

(4)連結キャッシュ・フロー 

(訂正前) 

    

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 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損失   △1,647,978 △3,757,438

減価償却費   2,064,674 2,211,828

減損損失   － 3,558,033

のれん償却額   － 5,771

連結調整勘定償却額   5,771 －

退職給付引当金の増加額   50,252 56,999

役員退職慰労引当金の増減(△)額   △70,916 44,501

賞与引当金の増減(△)額   13,608 △33,027

貸倒引当金の増減(△)額   52,492 △37,732

受取利息及び受取配当金   △143,482 △85,124

支払利息   183,502 258,681

為替差益   △238 △0

持分法による投資損失   － 180,214

持分法適用会社への未実現利益調整額   － 138,289

投資有価証券売却益   △326,021 △65,058

投資有価証券売却損   151,682 67,019

投資有価証券評価損   1,331 －

固定資産売却益   △1,555 △218

固定資産売却損   5,965 447

固定資産除却損   222,515 3,656

金利スワップ評価損   399,746 －

棚卸資産整理損    93,919 50,061

金利スワップ解約益   － △76,365

社債発行費   7,198 －

新株発行費   510 －

株式交付費   － 799

売上債権の増(△)減額   △573,798 538,354

たな卸資産の増(△)減額   △494,729 △718,465

未収入金の増(△)減額   685 △21,920

その他の資産の増加額   △91,092 △548,051

仕入債務の増加額   615,653 491,743

前受金の増加額   － 77,746

未払消費税等の増減(△)額   △50,138 11,578

その他の負債の増減(△)額   521,773 △294,699

その他   4,296 8,404

小計   995,629 2,066,030 1,070,401

利息及び配当金の受取額   147,566 83,118

利息の支払額   △181,749 △266,598

法人税等の支払額   △122,700 △560,003

営業活動によるキャッシュ・フロー   838,746 1,322,547 483,800

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   △8 △104,634

定期預金の払戻による収入   － 52,313

有形固定資産の取得による支出   △2,172,073 △2,026,420

有形固定資産の売却による収入   8,877 13,902

有形固定資産の除却による支出   △1,593 －

無形固定資産の取得による支出   △18,722 △92,533

投資有価証券の取得による支出   △1,788,494 △982,510

投資有価証券の売却による収入   3,273,226 1,812,692

金利スワップの解約による支出   － △369,000

関係会社への出資による支出   △374,597 △1,860,646

営業譲受に伴なう支出  ※２ △681,437 －

貸付による支出   △358 △1,861,033

貸付金の回収による収入   247 738
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前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 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） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,754,933 △5,417,133 △3,662,200

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入による収入   12,014,000 29,779,000

短期借入金の返済による支出   △10,283,000 △30,134,600

長期借入による収入   1,741,000 5,025,328

長期借入金の返済による支出   △2,042,860 △2,132,591

自己株式の取得による支出   △4 △89

配当金の支払額   △240 △111

少数株主への配当金の支払額   － △43,750

新株予約権付社債の発行による収入    992,801 －

財務活動によるキャッシュ・フロー   2,421,696 2,493,185 71,489

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   238 0 △238

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   1,505,748 △1,601,399 △3,107,148

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,352,909 3,858,657 1,505,748

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,858,657 2,257,257 △1,601,399

        

(訂正後) 

    

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 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損失   △1,647,978 △3,757,438

減価償却費   2,064,674 2,211,828

減損損失   － 3,558,033

のれん償却額   － 5,771

連結調整勘定償却額   5,771 －

退職給付引当金の増加額   50,252 56,999

役員退職慰労引当金の増減(△)額   △70,916 44,501

賞与引当金の増減(△)額   13,608 △33,027

貸倒引当金の増減(△)額   52,492 △37,732

受取利息及び受取配当金   △143,482 △85,124

支払利息   183,502 250,110

為替差益   △238 △0

持分法による投資損失   － 180,214

持分法適用会社への未実現利益調整額   － 138,289

投資有価証券売却益   △326,021 △65,058

投資有価証券売却損   151,682 67,019

投資有価証券評価損   1,331 －

固定資産売却益   △1,555 △218

固定資産売却損   5,965 447

固定資産除却損   222,515 3,656

金利スワップ評価損   399,746 －

棚卸資産整理損    93,919 50,061

金利スワップ解約益   － △76,365

社債発行費   7,198 －

新株発行費   510 －

株式交付費   － 799

売上債権の増(△)減額   △573,798 538,354

たな卸資産の増(△)減額   △494,729 △718,465

未収入金の増(△)減額   685 △21,920

その他の資産の増加額   △91,092 △597,996

仕入債務の増加額   615,653 491,743

前受金の増加額   － 77,746

未払消費税等の増減(△)額   △50,138 11,578

その他の負債の増減(△)額   521,773 △294,699

その他   4,296 8,404

小計   995,629 2,007,514 1,070,401
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前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 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） 

利息及び配当金の受取額   147,566 83,118

利息の支払額   △181,749 △258,026

法人税等の支払額   △122,700 △560,003

営業活動によるキャッシュ・フロー   838,746 1,272,602 483,800

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   △8 △104,634

定期預金の払戻による収入   － 104,626

有形固定資産の取得による支出   △2,172,073 △2,026,420

有形固定資産の売却による収入   8,877 13,902

有形固定資産の除却による支出   △1,593 －

無形固定資産の取得による支出   △18,722 △42,588

投資有価証券の取得による支出   △1,788,494 △982,510

投資有価証券の売却による収入   3,273,226 1,812,692

金利スワップの解約による支出   － △369,000

関係会社への出資による支出   △374,597 △1,860,646

営業譲受に伴なう支出  ※２ △681,437 －

貸付による支出   △358 △1,861,033

貸付金の回収による収入   247 738

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,754,933 △5,314,875 -3,559,941

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入による収入   12,014,000 29,779,000

短期借入金の返済による支出   △10,283,000 △30,134,600

長期借入による収入   1,741,000 5,025,328

長期借入金の返済による支出   △2,042,860 △2,132,591

自己株式の取得による支出   △4 △89

配当金の支払額   △240 △111

少数株主への配当金の支払額   － △43,750

新株予約権付社債の発行による収入    992,801 －

財務活動によるキャッシュ・フロー   2,421,696 2,493,185 71,489

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   238 0 -238

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   1,505,748 △1,549,086 -3,054,835

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,352,909 3,858,657 1,505,748

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,858,657 2,309,571 -1,549,086

        

 

（47 ページ） 

１． 平成 18 年 12 月期の業績 

(1)経営成績 

（訂正前） 

（訂正後） 

 
以 上 

 当期純利益 1 株当たり当期純利益
潜在株式調整後 1株当

たり当期純利益 

自己資本

当期純利

益率 

総資産経

常利益率

売上高経

常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 △3,878 (－) △421 70 － － △47.2 0.0 0.1

17 年 12 月期 △2,403 (－) △274 70 － － △23.6 △4.9 △7.6

 当期純利益 1 株当たり当期純利益
潜在株式調整後 1株当

たり当期純利益 

自己資本

当期純利

益率 

総資産経

常利益率

売上高経

常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 △3,878 (－) △421 70 － － △47.2 0.1 0.1

17 年 12 月期 △2,403 (－) △274 70 － － △21.9 △5.1 △7.6


