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平成 19 年 6 月 18 日 
 各  位 

会社名  
代表者名 代表取締役社長  林田 紀久男 

（コード番号 1881 東証第一部） 

問合せ先 経理部長  関  俊朗 

（TEL. ０３－３５６３－６７５２） 
 

 

（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 11 日付で発表いたしました「平成 19 年 3 月期 決算短信」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） １ページ「(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

19 年３月期  △778 △7,590 △1,469 28,852 

18 年３月期 13,056   3,199 △3,727 38,400 

 
【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  △698 △7,670 △1,469 28,852 

18 年３月期 13,056   3,199 △3,727 38,400 

 
（２） ４ページ「(2)－②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） 
  営業活動による資金の減少は、7億 78 百万円（前連結会計年度は 130 億 56 百万円の増加）となりました。これは 
 主に、期末日が休日であったことによる影響及び大型の開発物件等の売上債権の増加によるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動による資金の減少は、75 億 90 百万円（前連結会計年度は 31 億 99 百万円の増加）となりました。これは 
 主に、製品製造設備等への設備投資によるものです。 
 
【訂正後】 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動による資金の減少は、6億 98 百万円（前連結会計年度は 130 億 56 百万円の増加）となりました。これは 
 主に、期末日が休日であったことによる影響及び大型の開発物件等の売上債権の増加によるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動による資金の減少は、76 億 70 百万円（前連結会計年度は 31 億 99 百万円の増加）となりました。これは 
 主に、製品製造設備等への設備投資によるものです。 
 
 

 

 
 



 （３）　14ページ「(4)連結キャッシュ・フロー計算書」

 【訂正前】

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（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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利益 8,728 11,167 2,438

減価償却費 4,791 5,299 507

  （中略）   

その他 2,270 △1,630 △3,901

小計 12,630 △784 △13,415

  （中略）   

法人税等の還付額 181 － △181

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,056 △778 △13,835

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △4,167 △8,360 △4,192

有形固定資産の売却による収入 190 294 104

  （中略）   

その他 782 △199 △981

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,199 △7,590 △10,790

 

 【訂正後】

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（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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利益 8,728 11,167 2,438

減価償却費 4,791 5,379 587

  （中略）   

その他 2,270 △1,630 △3,901

小計 12,630 △704 △13,335

  （中略）   

法人税等の還付額 181 － △181

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,056 △698 △13,755

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △4,167 △8,700 △4,533

有形固定資産の売却による収入 190 554 364

  （中略）   

その他 782 △199 △981

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,199 △7,670 △10,870

－ 2 －



 

 （４）　20ページ「(連結損益計算書関係)」

 【訂正前】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【訂正後】

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）

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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりである。

百万円

従業員給料手当 10,470

退職給付費用 798

貸倒引当金繰入額 1,971

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりである。

百万円

従業員給料手当 10,463

退職給付費用 794

貸倒引当金繰入額 1,971

 

 （５）　20ページ「(連結損益計算書関係)」

 【訂正前】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【訂正後】

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）

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）

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。

百万円

建物 7

機械装置 5

土地 17

その他 3

計 33

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。

百万円

建物 7

機械装置 5

土地 17

その他 2

計 33

 

 （６）　23ページ「(退職給付関係)」

 【訂正前】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【訂正後】

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）

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）

３．退職給付費用に関する事項（自平成18年４月１日　至

平成19年３月31日）

３．退職給付費用に関する事項（自平成18年４月１日　至

平成19年３月31日）

百万円

勤務費用（注）１、２ 2,355

利息費用 793

期待運用収益 △666

数理計算上の差異の費用処理額 241

過去勤務債務の費用処理額 △111

その他（注）３ 283

退職給付費用 2,895

百万円

勤務費用（注）１、２ 2,355

利息費用 797

期待運用収益 △671

数理計算上の差異の費用処理額 241

過去勤務債務の費用処理額 △111

その他（注）３ 283

退職給付費用 2,895

－ 3 －


