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（訂正）「平成 19 年３月期 決算短信」の一部訂正について 
 
 
当社が平成 19 年５月 18 日に開示いたしました「平成 19 年３月期 決算短信」において、一部記載

に誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきますのでお知らせいたします。なお、訂正

前と訂正後を表示し、訂正箇所には下線を付して表示しております。 
 

記 

■訂正箇所 
 
１．（４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 
（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 

【訂正前】 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、増加した資金は 115,890 千円であり、前連結会計年度に比べ 540,241 千円の減

少となりました。これは、税金等調整前当期純利益 260,910 千円、減価償却費331,361千円による増

加があったものの、差入保証金及び敷金の増加 217,929 千円及び法人税等の支払額 234,854 千円等

があった事によるものであります。 
 

【訂正後】 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、増加した資金は 115,890 千円であり、前連結会計年度に比べ 540,241 千円の減

少となりました。これは、税金等調整前当期純利益 260,910 千円、減価償却費331,415千円による増

加があったものの、差入保証金及び敷金の増加 217,929 千円及び法人税等の支払額 234,854 千円等

があった事によるものであります。 
 
※差額は 54 千円であります。 
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２．（24 ページ） 
４ 連結財務諸表 

(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

【訂正前】 

(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) 

比較増減 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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  506,864 260,910 △245,954 

減価償却費  344,933 331,361 △13,572

長期前払費用償却  50,141 50,420 278 

連結調整勘定償却額  5,496 － △5,496 

のれん償却額  － 23,066 23,066 

負ののれん償却額  － △16,517 △16,517

為替差損益（△は差益）  211 1,923 1,711 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △61,360 △8,453 52,906 

賞与引当金の増減額（△は減少）  381 △933 △1,314 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  － 115,000 115,000 

受取利息及び受取配当金  △15,565 △23,915 △8,349 

匿名組合投資利益  △89,503 － 89,503 

支払利息  177,754 168,001 △9,752 

持分法による投資利益（△は利益）  △28,320 △51,158 △22,837 

匿名組合投資損失  － 81,747 81,747 

投資有価証券売却益  △24,761 △210,818 △186,056 

固定資産売却益  △122,706 △645 122,061 

固定資産除却損  14,574 317 △14,257 

関係会社支援損  91,369 － △91,369 

減損損失  16,608 － △16,608 

土地売買契約解約損失  － 76,000 76,000 

投資不動産売却損  － 2,766 2,766 

売上債権の増減額（△は増加）  4,015 59,095 55,079 

たな卸資産の増減額（△は増加）  149,946 △13,479 △163,426 

仕入債務の増減額（△は減少）  △139,234 2,204 141,438 

差入保証金及び敷金の増減額（△は増加）  △190,618 △217,929 △27,310 

預り保証金及び敷金の増減額（△は減少）  160,486 121,974 △38,512 

長期前受収益の増減額（△は減少）  △12,540 4,944 17,484 

役員賞与の支払額  △10,520 △12,200 △1,680 

その他  139,074 △161,951 △301,025 

    小計  966,725 581,727 △384,997 

利息及び配当金の受取額  14,505 23,216 8,710 

利息の支払額  △158,452 △148,199 10,253 

関係会社支援に伴う支出  △25,098 － 25,098 

土地売買契約解約違約金の支払額  － △76,000 △76,000 

役員退職慰労金の支払額  － △30,000 △30,000 

法人税等の支払額  △131,548 △234,854 △103,306 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  666,131 115,890 △540,241 
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【訂正後】 

(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) 

比較増減 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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  506,864 260,910 △245,954 

減価償却費  344,933 331,415 △13,518

長期前払費用償却  50,141 50,420 278 

連結調整勘定償却額  5,496 － △5,496 

のれん償却額  － 23,066 23,066 

負ののれん償却額  － △16,571 △16,571

為替差損益（△は差益）  211 1,923 1,711 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △61,360 △8,453 52,906 

賞与引当金の増減額（△は減少）  381 △933 △1,314 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  － 115,000 115,000 

受取利息及び受取配当金  △15,565 △23,915 △8,349 

匿名組合投資利益  △89,503 － 89,503 

支払利息  177,754 168,001 △9,752 

持分法による投資利益（△は利益）  △28,320 △51,158 △22,837 

匿名組合投資損失  － 81,747 81,747 

投資有価証券売却益  △24,761 △210,818 △186,056 

固定資産売却益  △122,706 △645 122,061 

固定資産除却損  14,574 317 △14,257 

関係会社支援損  91,369 － △91,369 

減損損失  16,608 － △16,608 

土地売買契約解約損失  － 76,000 76,000 

投資不動産売却損  － 2,766 2,766 

売上債権の増減額（△は増加）  4,015 59,095 55,079 

たな卸資産の増減額（△は増加）  149,946 △13,479 △163,426 

仕入債務の増減額（△は減少）  △139,234 2,204 141,438 

差入保証金及び敷金の増減額（△は増加）  △190,618 △217,929 △27,310 

預り保証金及び敷金の増減額（△は減少）  160,486 121,974 △38,512 

長期前受収益の増減額（△は減少）  △12,540 4,944 17,484 

役員賞与の支払額  △10,520 △12,200 △1,680 

その他  139,074 △161,951 △301,025 

    小計  966,725 581,727 △384,997 

利息及び配当金の受取額  14,505 23,216 8,710 

利息の支払額  △158,452 △148,199 10,253 

関係会社支援に伴う支出  △25,098 － 25,098 

土地売買契約解約違約金の支払額  － △76,000 △76,000 

役員退職慰労金の支払額  － △30,000 △30,000 

法人税等の支払額  △131,548 △234,854 △103,306 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  666,131 115,890 △540,241 
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３．（36 ページ） 
４ 連結財務諸表等 
（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 の表 

 

【訂正前】 

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） 

 不動産賃貸関

連事業(千円)

自動車販売関

連事業(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 5,177,078 1,182,290 6,359,368 － 6,359,368

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ 336 336 (336) －

計 5,177,078 1,182,626 6,359,704 (336) 6,359,368

営業費用 4,868,603 1,126,897 5,995,501 109,075 6,104,576

営業利益 308,474 55,728 364,203 (109,412) 254,791

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出 

 

資産 10,714,261 1,065,568 11,779,830 1,125,536 12,905,366

減価償却費 324,867 6,493 331,361 － 331,361

減損損失 － － － － －

資本的支出 291,186 6,095 297,282 － 297,282

 

【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） 

 不動産賃貸関

連事業(千円)

自動車販売関

連事業(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 5,177,078 1,182,290 6,359,368 － 6,359,368

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ 336 336 (336) －

計 5,177,078 1,182,626 6,359,704 (336) 6,359,368

営業費用 4,868,603 1,126,951 5,995,555 109,021 6,104,576

営業利益 308,474 55,674 364,149 (109,358) 254,791

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出 

 

資産 10,713,636 1,079,209 11,792,845 1,112,520 12,905,366

減価償却費 324,867 6,493 331,361 － 331,361

減損損失 － － － － －

資本的支出 294,186 6,095 297,282 － 297,282
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４．（37 ページ）  
４ 連結財務諸表等 

（セグメント情報） 
２ 所在地別セグメント情報 の表 

 

【訂正前】 

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） 

 日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 6,016,099 343,269 6,359,368 － 6,359,368

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高 
336 － 336 (336) －

計 6,016,435 343,269 6,359,704 (336) 6,359,368

営業費用 5,723,795 271,705 5,995,501 109,075 6,104,576

営業利益 292,640 71,563 364,203 (109,412) 254,791

Ⅱ資産 9,480,132 2,299,697 11,779,830 1,125,536 12,905,366

 
【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） 

 日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 6,016,099 343,269 6,359,368 － 6,359,368

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － － －

計 6,016,099 343,269 6,359,368 － 6,359,368

営業費用 5,723,512 271,705 5,995,218 109,358 6,104,576

営業利益 292,586 71,563 364,149 (109,358) 254,791

Ⅱ資産 9,141,933 2,299,697 11,441,630 1,463,735 12,905,366

 
以上 


