
     

 

 

 

平成19年３月13日 

各  位 

会 社 名  
代 表 者 名 代表取締役社長 町野 利道 

（コード番号 ６９０５  東証第一部） 

問 い 合 せ 先 常務取締役 種谷 幹郎 

 ＴＥＬ （076）432-8149 

 

      （訂正・数値データ訂正あり） 

「平成19年５月期 第３四半期財務・業績の概況（連結・個別）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 平成19年３月８日に発表しました標記開示資料について、記載内容に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。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いた

します。なお、訂正箇所を含むページについて、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には   

（下線）を付して表示しております。 

記 

 

１．訂正の内容 

 「平成19年５月期第３四半期財務・業績の概況（連結）｣ （表紙） 

  ２.平成19年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年５月21日～平成19年２月20日） 

   （2）財政状態（連結）の変動状況 

     【連結キャッシュ・フローの状況】・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ページ 

 

  添付資料 

  １．四半期連結財務諸表等 

   （4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・ ７ページ 

 

（注）上記ページ数は、平成19年３月８日に発表しました｢平成19年５月期 第３四半期財務・業績の

概況（連結・個別）｣のページ数です。 

 

 
 
２．訂正の理由 

 連結キャッシュ・フロー計算書において、連結在外子会社からの配当金の相殺消去処理に誤り

があり、訂正いたしました。 

以 上 
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【訂正前】 
 

(2)財政状態（連結）の変動状況 (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。

 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 

19年５月期第３四半期 32,450 29,099 89.7 715  92 

18年５月期第３四半期 29,434 26,017 88.4 1,280  18 

（参考）18年５月期 31,368 27,076 86.3 1,332  27 
（注）平成18年５月21日付で１株につき２株の割合で株式分割（無償交付）を実施し、発行済株式総数が 20,592,000株増加しており

ます。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成18年５月期第３四半期の１株当たり純資産は 640円09銭、

平成18年５月期の１株当たり純資産は 666円14銭となります。 
 

【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
 百万円 百万円 百万円 百万円 

19年５月期第３四半期 3,347 △1,149 △1,128 7,239 

18年５月期第３四半期 2,204 △2,337 △888 5,776 

（参考）18年５月期 3,879 △3,589 △896 6,166 

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上高の増加により税金等調整
前第３四半期純利益が54億87百万円（前年同期比15.4％増）に加え、減価償却費、売上債権の減少等の収
入要因がありましたが、法人税等の支払額30億50百万円（同45.7％増）、有形固定資産の取得、配当金の支
払等による支出があったことから、当第３四半期末の資金は、前連結会計年度末に比べ10億73百万円増加
し、72億39百万円となりました。 

 当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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33億47百万円（同51.9％増）となりました。これは主に、税金等調整
前第３四半期純利益が54億87百万円、減価償却費５億８百万円（同0.7％増）に加え、売上債権の減少４
億18百万円を計上したものの、一方で賞与引当金の減少額１億42百万円（同20.7％増）、法人税等の支払
額30億50百万円があったことを反映したものであります。 

（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11億49百万円（同50.8％減）となりました。これは主に、投資有価証
券の取得による支出25億76百万円（同17.2％減）と生産設備の増強・更新や新製品開発に伴う金型製作
等の有形固定資産の取得による支出９億78百万円（同182.8％減）を計上したことと、一方で投資有価証
券の償還による収入14億２百万円（同180.5％増）と投資有価証券の売却による収入10億４百万円（同
50.9％増）を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果使用した資金は11億28百万円（同27.0％増）となりました。これは、主に配当金の支
払額であります。 

 

 

［参考］平成19年５月期の連結業績予想（平成18年５月21日～平成19年５月20日） 

現時点では、前期決算発表時（平成18年６月14日）に公表いたしました当期業績予想の修正はありません。

  売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 23,620 6,990 4,090 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 100円62銭 
※上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって

予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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【訂正後】 
 

(2)財政状態（連結）の変動状況 (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。

 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 

19年５月期第３四半期 32,450 29,099 89.7 715  92 

18年５月期第３四半期 29,434 26,017 88.4 1,280  18 

（参考）18年５月期 31,368 27,076 86.3 1,332  27 
（注）平成18年５月21日付で１株につき２株の割合で株式分割（無償交付）を実施し、発行済株式総数が 20,592,000株増加しており

ます。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成18年５月期第３四半期の１株当たり純資産は 640円09銭、

平成18年５月期の１株当たり純資産は 666円14銭となります。 
 

【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
 百万円 百万円 百万円 百万円 

19年５月期第３四半期 3,347 △1,149 △1,203 7,239 

18年５月期第３四半期 2,204 △2,337 △888 5,776 

（参考）18年５月期 3,879 △3,589 △896 6,166 

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上高の増加により税金等調整
前第３四半期純利益が54億87百万円（前年同期比15.4％増）に加え、減価償却費、売上債権の減少等の収
入要因がありましたが、法人税等の支払額30億50百万円（同45.7％増）、有形固定資産の取得、配当金の支
払等による支出があったことから、当第３四半期末の資金は、前連結会計年度末に比べ10億73百万円増加
し、72億39百万円となりました。 

 当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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33億47百万円（同51.9％増）となりました。これは主に、税金等調整
前第３四半期純利益が54億87百万円、減価償却費５億８百万円（同0.7％増）に加え、売上債権の減少４
億18百万円を計上したものの、一方で賞与引当金の減少額１億42百万円（同20.7％増）、法人税等の支払
額30億50百万円があったことを反映したものであります。 

（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11億49百万円（同50.8％減）となりました。これは主に、投資有価証
券の取得による支出25億76百万円（同17.2％減）と生産設備の増強・更新や新製品開発に伴う金型製作
等の有形固定資産の取得による支出９億78百万円（同182.8％減）を計上したことと、一方で投資有価証
券の償還による収入14億２百万円（同180.5％増）と投資有価証券の売却による収入10億４百万円（同
50.9％増）を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果使用した資金は12億３百万円（同35.4％増）となりました。これは、主に配当金の支
払額であります。 

 

 

［参考］平成19年５月期の連結業績予想（平成18年５月21日～平成19年５月20日） 

現時点では、前期決算発表時（平成18年６月14日）に公表いたしました当期業績予想の修正はありません。

  売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 23,620 6,990 4,090 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 100円62銭 
※上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって

予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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【訂正前】

（4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ［単位：千円、未満切捨］

前第３四半期
自 平成17年５月21日
至 平成18年２月20日

当第３四半期
自 平成18年５月21日
至 平成19年２月20日

（参考）
前連結会計年度

自 平成17年５月21日
至 平成18年５月20日

金額 金額 金額

 Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前四半期（当期）純利益 4,755,672              5,487,907              732,234       6,518,551              

　　　減価償却費 505,161                 508,565                 3,404          699,639                 

　　　退職給付引当金の減少額 △807                    △81,571                △80,764     △3,146                 

　　　役員退職給与引当金の増減額 △19,001                16,300                   35,301        △15,300                

　　　賞与引当金の増減額 △118,155              △142,672              △24,516     35,829                   

　　　役員賞与引当金の増減額 －                         △4,660                 △4,660       19,660                   

　　　貸倒引当金の増減額 2,699                    △1,007                 △3,707       3,210                    

　　　受取利息及び受取配当金 △78,272                △127,167              △48,895     △105,445              

　　　為替差益 △94,989                △77,336                17,653        △41,314                

　　　投資有価証券売却益 △9,899                 △1,234                 8,665          △32,394                

　　　投資有価証券売却損 9,546                    －                         △9,546       9,546                    

　　　投資有価証券償還差益 －                         △2,638                 △2,638       －                         

　　　有形固定資産売却益 △42                      △43                      △0             △43                      

　　　有形固定資産売却損 447                       －                         △447         4,509                    

　　　有形固定資産除却損 38,133                   6,331                    △31,801     45,908                   

　　　売上債権の増減額 △833,269              418,462                 1,251,731    △1,222,765           

　　　たな卸資産の増減額 △143,123              82,522                   225,645       △150,605              

　　　仕入債務の増加額 212,495                 86,862                   △125,632   102,448                 

　　　役員賞与の支払額 △17,780                －                         17,780        △17,780                

　　　その他 16,241                   107,901                 91,659        38,784                   

小計 4,225,057               6,276,523               2,051,466     5,889,293               

　　　利息及び配当金の受取額 73,357                   121,319                 47,961        100,862                 

　　　法人税等の支払額 △2,093,996           △3,050,393           △956,397   △2,111,105           

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,204,419               3,347,450               1,143,030     3,879,049               

 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 △50,000                －                         50,000        △50,000                

　　　投資有価証券の取得による支出 △3,110,028           △2,576,523           533,504       △4,516,738           

　　　投資有価証券の償還による収入 500,000                 1,402,590              902,590       900,000                 

　　　投資有価証券の売却による収入 665,396                 1,004,377              338,980       704,606                 

　　　有形固定資産の取得による支出 △346,095              △978,901              △632,806   △631,057              

　　　有形固定資産の売却による収入 44                         104                       59              1,845                    

　　　その他 3,097                    △1,391                 △4,489       1,824                    

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,337,585            △1,149,746            1,187,839     △3,589,518            

 Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　自己株式の取得による支出 △1,408                 －                         1,408          △2,108                 

　　　自己株式の売却による収入 －                         207                       207             342                       

　　　配当金の支払額 △887,041              △1,128,385           △241,343   △894,469              

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △888,449              △1,128,177            △239,727    △896,235              

 Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 102,454                 3,997                     △98,456     76,914                   

 Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △919,161              1,073,524               1,992,685     △529,790              

 Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,696,040               6,166,249               △529,790    6,696,040               

 Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 5,776,878               7,239,773               1,462,895     6,166,249               

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別

科目

増減金額
（△印減）
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【訂正後】

（4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ［単位：千円、未満切捨］

前第３四半期
自 平成17年５月21日
至 平成18年２月20日

当第３四半期
自 平成18年５月21日
至 平成19年２月20日

（参考）
前連結会計年度

自 平成17年５月21日
至 平成18年５月20日

金額 金額 金額

 Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前四半期（当期）純利益 4,755,672              5,487,907              732,234       6,518,551              

　　　減価償却費 505,161                 508,565                 3,404          699,639                 

　　　退職給付引当金の減少額 △807                    △81,571                △80,764     △3,146                 

　　　役員退職給与引当金の増減額 △19,001                16,300                   35,301        △15,300                

　　　賞与引当金の増減額 △118,155              △142,672              △24,516     35,829                   

　　　役員賞与引当金の増減額 －                         △4,660                 △4,660       19,660                   

　　　貸倒引当金の増減額 2,699                    △1,007                 △3,707       3,210                    

　　　受取利息及び受取配当金 △78,272                △127,167              △48,895     △105,445              

　　　為替差益 △94,989                △77,336                17,653        △41,314                

　　　投資有価証券売却益 △9,899                 △1,234                 8,665          △32,394                

　　　投資有価証券売却損 9,546                    －                         △9,546       9,546                    

　　　投資有価証券償還差益 －                         △2,638                 △2,638       －                         

　　　有形固定資産売却益 △42                      △43                      △0             △43                      

　　　有形固定資産売却損 447                       －                         △447         4,509                    

　　　有形固定資産除却損 38,133                   6,331                    △31,801     45,908                   

　　　売上債権の増減額 △833,269              418,462                 1,251,731    △1,222,765           

　　　たな卸資産の増減額 △143,123              82,522                   225,645       △150,605              

　　　仕入債務の増加額 212,495                 86,862                   △125,632   102,448                 

　　　役員賞与の支払額 △17,780                －                         17,780        △17,780                

　　　その他 16,241                   107,901                 91,659        38,784                   

小計 4,225,057               6,276,523               2,051,466     5,889,293               

　　　利息及び配当金の受取額 73,357                   121,319                 47,961        100,862                 

　　　法人税等の支払額 △2,093,996           △3,050,393           △956,397   △2,111,105           

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,204,419               3,347,450               1,143,030     3,879,049               

 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 △50,000                －                         50,000        △50,000                

　　　投資有価証券の取得による支出 △3,110,028           △2,576,523           533,504       △4,516,738           

　　　投資有価証券の償還による収入 500,000                 1,402,590              902,590       900,000                 

　　　投資有価証券の売却による収入 665,396                 1,004,377              338,980       704,606                 

　　　有形固定資産の取得による支出 △346,095              △978,901              △632,806   △631,057              

　　　有形固定資産の売却による収入 44                         104                       59              1,845                    

　　　その他 3,097                    △1,391                 △4,489       1,824                    

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,337,585            △1,149,746            1,187,839     △3,589,518            

 Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　自己株式の取得による支出 △1,408                 －                         1,408          △2,108                 

　　　自己株式の売却による収入 －                         207                       207             342                       

　　　配当金の支払額 △887,041              △1,203,348           △316,307   △894,469              

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △888,449              △1,203,141            △314,691    △896,235              

 Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 102,454                 78,961                   △23,492     76,914                   

 Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △919,161              1,073,524               1,992,685     △529,790              

 Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,696,040               6,166,249               △529,790    6,696,040               

 Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 5,776,878               7,239,773               1,462,895     6,166,249               

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別

科目

増減金額
（△印減）
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