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平成19年６月６日 

各  位 

 

東 京 都 渋 谷 区 道 玄 坂 一 丁 目 12番 1号  

株 式 会 社 パ ソ ナ テ ッ ク  

代 表 取 締 役 社 長  森  本  宏  一  

（ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ・ コ ー ド 番 号 ： ２ ３ ９ ６ ） 

問い合わせ先：経営企画室長 尾崎賢治 

TEL:０３－６４１５－３５３５ 

 
（訂正）平成 19年３月期決算短信（非連結）の一部訂正に関するお知らせ 

 
平成19年５月11日に開示いたしました「平成19年３月期決算短信（非連結）」の記載内容に一

部誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は下線で示して
おります。（今回の訂正による貸借対照表、損益計算書への影響はございません。） 
 

記 
１．訂正箇所 
  １．平成 19年３月期の業績（平成 18年４月１日～平成 19年３月 31日） 
   （3）キャッシュ・フローの状況                  １ページ 
  １．経営成績（2）財政状態に関する分析 

②キャッシュ・フローの状況                 4～5ページ 
キャッシュ・フロー指標のトレンド                5ページ 

  ４．財務諸表（4）キャッシュ・フロー計算書            17～18ページ 
 
２．訂正内容 
 １．平成 19年３月期の業績（平成 18年４月１日～平成 19年３月 31日） 
  （3）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 

19年３月期 86  △41  △64   1,024    

18年３月期 358  △116    △88   1,044    

 

（訂正後） 

 
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３月期 153  △108  △64   1,024    

18年３月期 358  △116    △88   1,044    
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 １．経営成績（２）財政状態に関する分析 
②キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・ 

フローが86,990千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが41,749千円の支出、財務活動 
によるキャッシュ・フローが64,957千円の支出となったことにより、前事業年度末に比べ19,716 
千円減少し当事業年度末の資金残高は1,024,304千円（前期比1.9％減）となりました。 
 また、当事業年度中におけるキャッシュ・フロー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86,990千円（前年同期比75.8％減）となりました。 
 これは、主に税引前当期純利益が362,756千円であったものの法人税等の支払額が176,358千円、 
売上債権の増加が193,199千円あっ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41,749千円（前年同期比64.2％減）となりました。 
 これは、主に新規事業開拓等を視野に入れた関連会社の設立40,000千円、中国現地子会社に対す 
る増資31,148千円、投資有価証券の取得20,000千円、支店の新設などに伴う造作等有形固定資産 
の取得20,033千円等の支出に対し、投資有価証券の一部売却による収入68,310千円があったことに 
よるものです。 
 
（訂正後） 
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・ 

フローが153,300千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが108,059千円の支出、財務活動 
によるキャッシュ・フローが64,957千円の支出となったことにより、前事業年度末に比べ19,716千 
円減少し当事業年度末の資金残高は1,024,304千円（前期比1.9％減）となりました。 
 また、当事業年度中におけるキャッシュ・フロー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153,300千円（前年同期比57.3％減）となりました。 
 これは、主に税引前当期純利益が362,756千円、減価償却費が79,229千円、未払派遣人件費の増加が 
45,663千円であったものの法人税等の支払額が176,358千円、売上債権の増加が193,199千円あった 
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108,059千円（前年同期比7.2％減）となりました。 
 これは、主に新規事業開拓等を視野に入れた関連会社の設立40,000千円、中国現地子会社に対する 
増資31,148千円、投資有価証券の取得20,000千円、支店の新設などに伴う造作等有形固定資産の 
取得20,033千円等の支出があったことによるものです。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 
（訂正前） 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

株主資本比率（％） 39.7  50.6  55.0  55.8  57.3  

時価ベースの株主資本比率

（％） 
 ― 565.0  264.6  226.0  102.0  

債務償還年数（年） 0.8  0.7  0.7  0.1  0.0  

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
46.8  50.7  59.0  262.8  199.3  

 
（訂正後） 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

株主資本比率（％） 39.7  50.6  55.0  55.8  57.3  

時価ベースの株主資本比率

（％） 
 ― 565.0  264.6  226.0  102.0  

債務償還年数（年） 0.8  0.7  0.7  0.1  0.0  

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
46.8  50.7  59.0  262.8  351.3  
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４．財務諸表（4）キャッシュ・フロー計算書 
(訂正前) 

 
 
 
 
 
 

 

 前事業年度 

（自 平成17年４月1日 

 至 平成18年３月31日）

当事業年度 

（自 平成18年４月 1日 

 至 平成19年３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     

税引前当期純利益  390,578 362,756 △27,821 

減価償却費  77,783 79,229 1,445 

貸倒引当金の増加額  1,041 3,010 1,969 

賞与引当金の増加額  4,977 14,402 9,425 

役員賞与引当金の増加額   － 3,700 3,700 

前払年金費用の増加額  △16,881 △3,829 13,052 

役員退職慰労引当金の増加額  14,706 6,315 △8,391 

投資損失引当金の増加額   － 14,260 14,260 

受取利息及び受取配当金  △101 △691 △590 

支払利息  1,365 371 △994 

投資有価証券評価損   1,999 15,196 13,196 

投資有価証券売却益   － △43,309 △43,309 

有形固定資産除却損  3,294 1,593 △1,701 

無形固定資産除却損  － 1,275 1,275 

減損損失   － 15,074 15,074 

事業売却益   － △10,000 △10,000 

売上債権の増加額  △89,001 △193,199 △104,197 

たな卸資産の減少額  34,683 2,729 △31,954 

前払費用の増加額  △2,253 △1,347 905 

その他の流動資産の増加額  △15,574 △56,215 △40,641 
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ず

る債権の増加額 
 

△191 △1,223 △1,031 

仕入債務の減少額  △77,450 △7,412 70,038 

未払派遣人件費の増加額  86,186 45,663 △40,522 

未払金の増加額または減少額（△）  △9,195 37,765 46,961 

未払費用の増加額  25,998 3,152 △22,846 

未払消費税等の増加額または減少額（△）  37,736 △5,770 △43,507 

前受金の減少額  △1,329 △632 697 

その他の流動負債の増加額または減少額（△）  9,536 △8,985 △18,522 

その他   172 △5,193 △5,366 

役員賞与の支払額  △5,000 △5,000 － 

小計  473,083 263,685 △209,397 

利息及び配当金の受取額  101 35 △66 

利息の支払額  △1,365 △371 994 

法人税等の支払額  △112,915 △176,358 △63,443 

営業活動によるキャッシュ・フロー  358,903 86,990 △271,912 
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(訂正後) 

 
 
 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

関係会社株式の取得による支出  － △40,000 △40,000 

投資有価証券の取得による支出  △48,500 △20,000 28,500 

投資有価証券の売却による収入   － 68,310 68,310 

子会社への出資による支出   △5,276 △31,148 △25,872 

有形固定資産の取得による支出  △34,062 △20,033 14,029 

無形固定資産の取得による支出   △13,953 △4,873 9,079 

貸付けによる支出  △1,430 △120 1,310 

貸付金の回収による収入  700 1,210 510 

敷金及び保証金差入れによる支出  △16,094 △2,330 13,763 

敷金及び保証金の返還による収入  6,587 220 △6,367 

事業売却による収入  － 10,000 10,000 

その他の投資活動による収入   － 1,176 1,176 

その他の投資活動による支出  △4,454 △4,160 294 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △116,483 △41,749 74,733 

 

 前事業年度 

（自 平成17年４月1日 

 至 平成18年３月31日）

当事業年度 

（自 平成18年４月 1日 

 至 平成19年３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     

税引前当期純利益  390,578 362,756 △27,821 

減価償却費  77,783 79,229 1,445 

貸倒引当金の増加額  1,041 3,010 1,969 

賞与引当金の増加額  4,977 14,402 9,425 

役員賞与引当金の増加額   － 3,700 3,700 

前払年金費用の増加額  △16,881 △3,829 13,052 

役員退職慰労引当金の増加額  14,706 6,315 △8,391 

投資損失引当金の増加額   － 14,260 14,260 

受取利息及び受取配当金  △101 △691 △590 

支払利息  1,365 371 △994 

投資有価証券評価損   1,999 15,196 13,196 

投資有価証券売却益   － △43,309 △43,309 

固定資産除却損  3,294 2,868 △426 

減損損失   － 15,074 15,074 

事業売却益   － △10,000 △10,000 

売上債権の増加額  △89,001 △193,199 △104,197 

たな卸資産の減少額  34,683 2,729 △31,954 

前払費用の増加額  △2,253 △1,347 905 

その他の流動資産の減少額または増加額（△）  △15,574 10,094 25,668 
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ず

る債権の増加額 
 

△191 △1,223 △1,031 

仕入債務の減少額  △77,450 △7,412 70,038 

未払派遣人件費の増加額  86,186 45,663 △40,522 

未払金の増加額または減少額（△）  △9,195 37,765 46,961 

未払費用の増加額  25,998 3,152 △22,846 
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以 上 

未払消費税等の増加額または減少額（△）  37,736 △5,770 △43,507 

前受金の減少額  △1,329 △632 697 

その他の流動負債の増加額または減少額（△）  9,536 △8,985 △18,522 

その他   172 △5,193 △5,366 

役員賞与の支払額  △5,000 △5,000 － 

小計  473,083 329,995 △143,087 

利息及び配当金の受取額  101 35 △66 

利息の支払額  △1,365 △371 994 

法人税等の支払額  △112,915 △176,358 △63,443 

営業活動によるキャッシュ・フロー  358,903 153,300 △205,602 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

関係会社株式の取得による支出  － △40,000 △40,000 

投資有価証券の取得による支出  △48,500 △20,000 28,500 

投資有価証券の売却による収入   － 2,000 2,000 

子会社への出資による支出   △5,276 △31,148 △25,872 

有形固定資産の取得による支出  △34,062 △20,033 14,029 

無形固定資産の取得による支出   △13,953 △4,873 9,079 

貸付けによる支出  △1,430 △120 1,310 

貸付金の回収による収入  700 1,210 510 

敷金及び保証金差入れによる支出  △16,094 △2,330 13,763 

敷金及び保証金の返還による収入  6,587 220 △6,367 

事業売却による収入  － 10,000 10,000 

その他の投資活動による収入   － 1,176 1,176 

その他の投資活動による支出  △4,454 △4,160 294 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △116,483 △108,059 8,423 


