
 

 

平成19年６月８日 

各   位 

 

会 社 名  株式会社 日本テクシード       

代表者名  代表取締役社長 森本 一臣     

（ ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３１ ）             

問合せ先                        

役職・氏名  取締役経営管理本部長 近藤 登  

Ｔ Ｅ Ｌ   （０５２）－２４２－９００１           

 

 

（訂正）「平成19年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成19年５月18日発表の「平成19年３月期 決算短信」について、一部記載に誤りがありましたので、下記

のとおり開示資料を訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

記 

 

 

（訂正前） 

１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(3）連結キャッシュ・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 

  

19年３月期 

18年３月期 

百万円 

344 

471 

百万円 

△1,001

△839 

百万円 

151 

△174 

百万円 

804

1,309 

 

（訂正後） 

１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(3）連結キャッシュ・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 

  

19年３月期 

18年３月期 

百万円 

344 

471 

百万円 

△997

△839 

百万円

151 

△174 

百万円 

807

1,309 
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（訂正前） 

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 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて

504,993千円減少し、当連結会計年度末には804,614千円となりました。 

当連結会計年度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。  

（投資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・フローは、1,001,280千円の資金使用となりました。主な要因は、刈谷Ｒ＆Ｄ

センター建設等による有形固定資産の取得（471,273千円）、子会社の株式取得による新規連結子会社

株式の取得（379,217千円）によるものであります。 

 

（訂正後） 

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 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて

501,616千円減少し、当連結会計年度末には807,991千円となりました。 

当連結会計年度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。  

（投資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・フローは、997,902千円の資金使用となりました。主な要因は、刈谷Ｒ＆Ｄ

センター建設等による有形固定資産の取得（471,273千円）、子会社の株式取得による新規連結子会社

株式の取得（375,840千円）によるものであります。 

 

 

 

 

 

 - 2 - 



（訂正前） 

４．連結財務諸表 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前連結会計年度 

( 自 平成17年4月1日

   至 平成18年3月31日)

当連結会計年度 

( 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     

１．税金等調整前当期純利益  665,639 417,071  

２．減価償却費  38,705 75,691  

３．のれん償却額  ─ 16,882  

４．賞与引当金の増減額（△減少額）  43,934 66,111  

５．退職給付引当金の増減額（△減少額）  70,147 64,366  

６．役員退職慰労引当金の増減額（△減少額） 15,005 14,918  

７．貸倒引当金の増減額（△減少額）  △481 9,522  

８．受取利息及び受取配当金  △305 △1,282  

９．支払利息及び社債利息  2,196 5,527  

１０．持分法による投資損益（△益）  5,669 7,923  

１１．有形固定資産除売却損  2,378 1,147  

１２．売上債権の増減額（△増加額）  △95,023 △68,845  

１３．たな卸資産の増減額（△増加額）  1,358 △9,675  

１４．その他流動資産の増減額（△増加額）  △5,461 △29,241  

１５．仕入債務の増減額（△減少額）  △7,502 △14,007  

１６．未払消費税等の増減額（△減少額）  27,685 △38,927  

１７．その他流動負債の増減額（△減少額）  78,199 168,195  

 １８．その他  17,894 28,557  

小計  860,039 713,935 △146,104 

１９．利息及び配当金の受取額  305 1,282  

２０．利息の支払額  △2,248 △6,177  

２１．法人税等の支払額  △386,859 △364,259  

  営業活動によるキャッシュ・フロー  471,237 344,780 △126,456 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．定期預金の預入による支出  △75,000 △35,000  

２．有形固定資産の取得による支出  △522,580 △471,273  

３．無形固定資産の取得による支出  △962 △631  

４．投資有価証券の取得による支出  △21,993 △43,535  

５．投資有価証券の売却による収入  50,098 ─  

６．関係会社株式の取得による支出  △8,428 ─  

７．貸付けによる支出  ─ △12,800  

８．貸付金の回収による収入  ─ 6,588  

９．保証金の差入による支出  △61,792 △75,615  

１０．保証金の回収による収入  4,661 35,112  

１１．新規連結子会社株式取得による支出 ※２ △197,010 △379,217  

１２．連結子会社株式の追加取得による支出  ─ △20,000  

１３．その他  △6,493 △4,907  

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △839,502 △1,001,280 △161,777

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

  １．短期借入金の純増減額（△減少額）  ─ 319,716  

２．長期借入金の返済による支出  △64,956 △53,914  

３．社債の償還による支出  △60,000 △65,000  

４．自己株式の取得による支出 

５．配当金の支払額 

 ─ 

△49,441 

△33 

△49,706 
 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △174,397 151,062 325,460 

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ─ 443 443 

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △542,662 △504,993 37,669

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,852,271 1,309,608 △542,662 

※１ 1,309,608 804,614 △504,993 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 
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（訂正後） 

４．連結財務諸表 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前連結会計年度 

( 自 平成17年4月1日

   至 平成18年3月31日)

当連結会計年度 

( 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     

１．税金等調整前当期純利益  665,639 417,071  

２．減価償却費  38,705 75,691  

３．のれん償却額  ─ 16,882  

４．賞与引当金の増減額（△減少額）  43,934 66,111  

５．退職給付引当金の増減額（△減少額）  70,147 64,366  

６．役員退職慰労引当金の増減額（△減少額） 15,005 14,918  

７．貸倒引当金の増減額（△減少額）  △481 9,522  

８．受取利息及び受取配当金  △305 △1,282  

９．支払利息及び社債利息  2,196 5,527  

１０．持分法による投資損益（△益）  5,669 7,923  

１１．有形固定資産除売却損  2,378 1,147  

１２．売上債権の増減額（△増加額）  △95,023 △68,845  

１３．たな卸資産の増減額（△増加額）  1,358 △9,675  

１４．その他流動資産の増減額（△増加額）  △5,461 △29,241  

１５．仕入債務の増減額（△減少額）  △7,502 △14,007  

１６．未払消費税等の増減額（△減少額）  27,685 △38,927  

１７．その他流動負債の増減額（△減少額）  78,199 168,195  

 １８．その他  17,894 28,557  

小計  860,039 713,935 △146,104 

１９．利息及び配当金の受取額  305 1,282  

２０．利息の支払額  △2,248 △6,177  

２１．法人税等の支払額  △386,859 △364,259  

  営業活動によるキャッシュ・フロー  471,237 344,780 △126,456 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．定期預金の預入による支出  △75,000 △35,000  

２．有形固定資産の取得による支出  △522,580 △471,273  

３．無形固定資産の取得による支出  △962 △631  

４．投資有価証券の取得による支出  △21,993 △43,535  

５．投資有価証券の売却による収入  50,098 ─  

６．関係会社株式の取得による支出  △8,428 ─  

７．貸付けによる支出  ─ △12,800  

８．貸付金の回収による収入  ─ 6,588  

９．保証金の差入による支出  △61,792 △75,615  

１０．保証金の回収による収入  4,661 35,112  

１１．新規連結子会社株式取得による支出 ※２ △197,010 △375,840  

１２．連結子会社株式の追加取得による支出  ─ △20,000  

１３．その他  △6,493 △4,907  

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △839,502 △997,902 △158,400

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

  １．短期借入金の純増減額（△減少額）  ─ 319,716  

２．長期借入金の返済による支出  △64,956 △53,914  

３．社債の償還による支出  △60,000 △65,000  

４．自己株式の取得による支出 

５．配当金の支払額 

 ─ 

△49,441 

△33 

△49,706 
 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △174,397 151,062 325,460 

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ─ 443 443 

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △542,662 △501,616 41,046

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,852,271 1,309,608 △542,662 

1,309,608 807,991 △501,616 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 
※１
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（訂正前） 

４．連結財務諸表 

  注記事項 

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,384,608 千円

担保に供している 

定期預金 

△75,000  

現金及び現金同等物 1,309,608  

 

 

 

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに㈱ジャスネットを連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに㈱ジャスネット株式の取得価額と㈱

ジャスネット取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。 

流動資産 196,632 千円

固定資産 26,024  

連結調整勘定 248,600  

流動負債 △125,540  

少数株主持分 △32,116  

㈱ジャスネット株式の 

取得価額 

313,600  

㈱ジャスネット現金及び

現金同等物 

△116,589  

差引：㈱ジャスネット 

取得のための支出 

197,010 

 

 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 940,019 千円

担保に供している 

定期預金 

△113,377  

預入期間が３か月を 

超える定期預金 

△22,027  

現金及び現金同等物 804,614  

 

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに㈱テクシードコンパ

ス他３社を連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに取得価額と取得のため

の支出（純額）との関係は次のとおりでありま

す。 

流動資産 494,270 千円

固定資産 84,622  

のれん 341,002  

流動負債 △299,965  

固定負債 △55,323  

少数株主持分 △53,500  

新規連結子会社株式の 

取得価額 

511,105  

新規連結子会社現金及び

現金同等物 

131,888  

差引：取得のための支出 379,217  
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（訂正後） 

４．連結財務諸表 

  注記事項 

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,384,608 千円

担保に供している 

定期預金 

△75,000  

現金及び現金同等物 1,309,608  

 

 

 

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに㈱ジャスネットを連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに㈱ジャスネット株式の取得価額と㈱

ジャスネット取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。 

流動資産 196,632 千円

固定資産 26,024  

連結調整勘定 248,600  

流動負債 △125,540  

少数株主持分 △32,116  

㈱ジャスネット株式の 

取得価額 

313,600  

㈱ジャスネット現金及び

現金同等物 

△116,589  

差引：㈱ジャスネット 

取得のための支出 

197,010  

 

 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 940,019 千円

担保に供している 

定期預金 

△113,377  

預入期間が３か月を 

超える定期預金 

△18,650  

現金及び現金同等物 807,991  

 

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに㈱テクシードコンパ

ス他３社を連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに取得価額と取得のため

の支出（純額）との関係は次のとおりでありま

す。 

流動資産 494,270 千円

固定資産 84,622  

のれん 341,002  

流動負債 △299,965  

固定負債 △55,323  

少数株主持分 △53,500  

新規連結子会社株式の 

取得価額 

511,105  

新規連結子会社現金及び

現金同等物 

△135,265  

差引：取得のための支出 375,840  

 

 

 

 

以   上 
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	（4）連結キャッシュ・フロー計算書
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