
      

  

平成１９年 ６月１９日 

各      位 

会 社 名 株式会社ユニバーサルホーム 

代表者名  代表取締役社長 加藤 充 

（コード番号 ４７３１ ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先 

役職・氏名 管理統括部長 池谷 光正 

電話番号  ０３－６４００－３１５４ 
 
 

（訂正）「平成 19 年３月期 決算短信（非連結）」の一部訂正について 

 

平成 19 年 5月 9日に発表いたしました「平成 19年 3 月期 決算短信（非連結）」の記載内容につい

て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、訂正箇所につきましては、下線

にて表示しております。  

記 

 

【訂正箇所】 1 頁 サマリー情報 １．平成 19年 3 月期の業績 (3)キャッシュ・フローの状況 

 

 

  訂 正 前 訂 正 後 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
19 年 3 月期 

       百万円 

        190

       百万円 

        139

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
19 年 3 月期 

       百万円 

       △649

       百万円 

       △598

 

 

【訂正箇所】 ４頁 １．経営成績 (2)財政状態に関する分析 

（訂正前）  ② キャッシュ・フローの状況 

 当事業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。 

（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190百万円（前年同期は 215 百万円の取得）となりました。これは、

主に売上債権及び前受金等の増加、貸倒損失 55 百万円及び貸倒引当金 54 百万円の計上等によるもの

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649百万円（同 108 百万円の使用）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が 118 百万円、長期性預金の預け入れによる支出が 500 百万円等によるも

のであります。 

 ＜省略＞ 

  

 



 

（訂正後） 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当事業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。 

（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139百万円（前年同期は 215 百万円の取得）となりました。これは、

主に売上債権及び前受金等の増加、貸倒損失 55 百万円及び貸倒引当金 54 百万円の計上等によるもの

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598百万円（同 108 百万円の使用）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が 118 百万円、長期性預金の預け入れによる支出が 500 百万円等によるも

のであります。 

 ＜省略＞ 

 

【訂正箇所】 16 頁 ４．財務諸表 (4)キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

 (4）キャッシュ・フロー計算書 

    

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         

      ＜中略＞      

 16 その他   △59,171 △1,382  

    小計   247,603 222,961 △24,642

 17 利息及び配当金の受取額   20,355 33,235  

 18 法人税等の支払額   △52,553 △65,713  

  営業活動によるキャッシュ・フロー   215,405 190,482 △24,922

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

 １ 短期貸付金の増減額（増加：△）   26,000 △17,000  

 ２ 有形固定資産の取得による支出   △74,494 △71,931  

      ＜中略＞      

 ５ 投資有価証券の売却による収入   ― 12,900  

 ６ 保険解約による収入   ― 38,253  

 ７ 長期貸付による支出   △121,161 △37,791  

 ８ 長期貸付金の回収による収入   109,839 120,430  

 ９ 保証金の差入による支出   △9,973 △3,762  

 10 保証金の返還による収入   362 583  

 11 保険積立金の拠出による支出   △3,364 △23,540  

 12 保険積立金の返戻による収入   ― 29,218  

 13 長期性預金の預入による支出   ― △500,000  

4 14 その他   △12,994 △71,534  

投資活動によるキャッシュ・フロー   △108,857 △649,531 △540,674

 



 

（訂正後） 

  (4）キャッシュ・フロー計算書 

    

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         

      ＜中略＞      

 16 その他   △59,171 △46,756  

    小計   247,603 177,587 △70,016

 17 利息及び配当金の受取額   20,355 33,235  

 18 法人税等の支払額   △52,553 △71,253  

  営業活動によるキャッシュ・フロー   215,405 139,569 △75,836

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

 １ 短期貸付金の増減額（増加：△）   26,000 △34,000  

 ２ 有形固定資産の取得による支出   △74,494 △6,784  

      ＜中略＞      

 ５ 投資有価証券の売却による収入   ― 12,900  

 ６ 長期貸付による支出   △121,161 △52,500  

 ７ 長期貸付金の回収による収入   109,839 90,138  

 ８ 保証金の差入による支出   △9,973 △3,762  

 ９ 保証金の返還による収入   362 583  

 10 保険積立金の拠出による支出   △3,364 △23,540  

 11 保険積立金の返戻による収入   ― 67,472  

 12 長期性預金の預入による支出   ― △500,000  

4 13 その他   △12,994 △23,767  

投資活動によるキャッシュ・フロー   △108,857 △598,618 △489,760

 

以  上 

 


